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本校では、出願時に提出して頂く書類（入学志願書・調査書等）は、
入学に関する書類選考でのみ使用致します。
その後、重要書類として厳重に保管しますので、入学志願書・
調査書等に記載されている個人情報は、本校事務局が責任を
持って管理致します。

本校は、学校教育法の定める専修学校基準に基づき
認可された専門学校です。

個人情報に関してのお知らせ
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募集学科 コース名 修業年限 募集定員

●志望学科の選択に迷われる方は、出願後に所定の手続きを経て、学科を変更することが出来ます。

デザイン専門課程

入学資格

イラストレーション学科

コミックイラスト学科

マンガ学科

ゲーム・CG学科

フィギュアデザイン学科

アニメーション学科

特殊メイク学科

募集定員

イラストレーション
アーティスト
キャラクターイラスト
絵本作家
コミックイラスト
デジタルイラスト
デジタルアーティスト
マンガ制作
マンガ原作・ライトノベル
ゲームイラスト
ゲームモデリング
CGアニメーション
ゲームデザイン
フィギュア制作
ドール制作
アニメーター
アニメ演出·監督
特殊メイク
特殊造形
グラフィックデザイン
グラフィックアート
広告デザイン
パッケージデザイン
雑誌編集・ブックデザイン
Webデザイン
モーショングラフィックス
インテリアデザイン
ショップデザイン
ホームデザイン
ホテルデザイン
インテリアコーディネート
ショップディスプレイ
ショップアドバイザー
プロダクトデザイン
生活雑貨デザイン
家具デザイン
ファッションデザイン
コスチュームデザイン
ファッションアクセサリーデザイン
グラフィックデザイン
イラストレーション
マルチメディア（アニメーション•CG•ゲームデザイン）
マンガ（ストーリーマンガ·コミックイラスト）
インテリアデザイン
プロダクトデザイン
ファッションデザイン
特殊メイク

グラフィックデザイン学科

インテリアデザイン学科

インテリアコーディネート学科

プロダクトデザイン学科

ファッションデザイン学科

研究科※

2年

計

80名

2年 80名

2年 40名

2年 60名

2年 40名

2年 40名

2年 40名

2年 100名

2年 60名

2年 40名

2年 60名

2年 40名

1年 40名

720名

●2024年3月に高等学校卒業見込みの方
●既に高等学校を卒業されている方
●高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格された方（入学時18歳以上）
●外国において12年以上の学校教育を修了した方
●入学時18歳以上で上記と同等の学力を有する方（書類選考以外で、面接•筆記試験を行います）

2023年6月1日（木）より

2023年9月1日（金）より 2023年10月1日（日）より 2023年10月1日（日）より

5～6ページ

5～6ページ

体験入学・オープンキャンパス・
学校説明会等に参加（オンライン含む）

入学手続き・
学費・諸費用
納入

（体験入学・オープンキャンパス・
学校説明会等）に参加

7ページ

※研究科(1年制：定員40名）は別冊の
　募集要項でこ確認ください。

総合型選抜（AO入学）

総合型選抜（AO）エントリー

入学選考

出願資格認定通知

総合型選抜（AO）
特待生制度を
利用する方

総合型選抜（AO）
特待生制度

総合型選抜（AO）
特待生制度を
利用しない方

出願から入学までの手続き募集学科・定員
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入学時18歳以上で以下のいずれかを満たす方
　•2024年3月に高等学校卒業見込みの方　
　•既に高等学校を卒業されている方
　•高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格された方
　•外国において12年以上の学校教育を修了した方
　•上記と同等の学力を有する方（正式出願後、面接・筆記試験を行います）

• 2024年3月に高等学校卒業見込みの方
• 既に高等学校を卒業されている方

• 2024年3月に高等学校卒業見込みの方
• 既に高等学校を卒業されている方
• 高等学校卒業程度認定試験
  （旧：大学入学資格検定）に合格された方 
  （入学時18歳以上）
• 外国において12年以上の学校教育を
  修了した方

総合型選抜（AO）エントリー受付:2023年6月1日（木）～
正式出願受付:2023年9月1日（金）～

〒530-0003 大阪市北区堂島2-3-20
月曜～土曜：午前9時から午後6時　
日曜・祝日：午前9時から午後6時（進学イベント実施日のみ受付）

※郵送の場合は上記住所へ送付してください。

出願種別 高校推薦入学 自己推薦入学 一般入学（専願・併願）総合型選抜（AO入学）

出 願 資 格
対 　 　 象

出 願 条 件

入 学 志 願 書

選 考 方 法

受 付 期 間

願 書 提 出 先

写 　 　 真

証 明 書

そ の 他

出 願 書 類

出 願 手 続

※詳しくは5、6ページをご覧ください。
※総合型選抜（AO）特待生制度は7ページをご覧ください。 ※詳しくは8ページをご覧ください。 ※詳しくは9ページをご覧ください。 ※詳しくは10ページをご覧ください。

特 典 • 特 長
■総合型選抜（AO入学）出願資格認定者は、AOプレスクール（入学前授業）に参加できます。
■AOプレスクール（入学前授業）参加者は、総合型選抜（AO）特待生制度の受験資格が得られます。
■正式出願時選考料全額免除
　（※第1期～第3期までにエントリー済、かつ10月31日（火）までにご出願された方のみ）

総合型選抜（AO入学）専用入学志願書（出願資格認定者に発送）

高等学校の調査書、または最終学歴の成績証明書と卒業〈見込み〉証明書

大阪デザイナー専門学校 事務局

総合型選抜（AO）エントリ一時の面接選考、正式出願時の書類選考

選 考 料
10,000円（普通為替証書）

入学志願書の所定の位置に縦4cm×横3cmのものを貼付

※詳しい内容は下記の「各種証明書について」をご確認ください
※詳しくは総合型選抜
（AO入学）出願資格認
定者のみに送付され
る「出願の手引き」をご
確認ください。

※普通為替証書は郵便局の窓口で購入してください。
※第3期エントリー締切までにエントリーがお済みの方は全額免除になり、普通為替証書の発行・提出は不要です。

大学·短大との併願制度について
（一般入学のみ）

留学生の方

併願で出願される方は、「入学志願書」の一般入学（併願）欄に◯を記入し、大学短大の受験学校名
と合否決定日を明記してください。
専願者と同様に書類選考を行い、合格された方は指定期日までに入学金のみを納入してください。
その他の納入金については大学短大の合否決定日までお待ちいたします。他の専門学校との併願
はできません。
※併願制度の対象となるのは一般入学での出願のみとなります。
※一旦納入された入学金は返金いたしません。
※ご不明な点は、大阪デザイナー専門学校入学相談室　　 　　　　　　　　　に
　直接お問い合わせください。

留学生として出願される方は、事前に「留学生募集要項」を本校の入学相談室
に請求してください。

ー ー

ー

ー

0120-59-2299

0120-59-2299

■本校の体験入学、オープンキャンパス、学校説明会等（オンライン含む）の
　進学イベントに参加し、 総合型選抜（AO）エントリー後、面接にて入学内定された方

※総合型選抜（AO）特待生制度を利用する方は、
　第1回 9月18日（月祝）、第2回 10月22日（日）、 第3回 11月19日（日）締切

入学時18歳以上で以下のいずれかを満たす方
•2024年3月に高等学校卒業見込みの方　
•既に高等学校を卒業されている方
•高等学校卒業程度認定試験
 （旧：大学入学資格検定）に合格された方
•外国において12年以上の学校教育を修了した方
•上記と同等の学力を有する方
 （正式出願後、面接・筆記試験を行います）

■本校の体験入学・オープンキャンパス・
　学校説明会等（オンライン含む）の
　進学イベントに参加された方

■現在在学中または卒業した高等学校から
　推薦を受けられる方

■大学・短大と併願が可能

※最終学歴の成績証明書について文章保存期間の関係で発行不可の場合は、証明書が発行できない旨の通知書を発行し、ご提出ください。

証明書について
最終学歴によって、提出する書類が異なりますのでご注意ください。

最終学歴 必要書類
• 2024年3月高等学校卒業見込み •調査書（開封無効）

•「合格成績証明書」

•最終学歴の「成績証明書」　　•「卒業（見込み）証明書」
※どちらも開封無効

•高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格

•大学卒業または卒業見込み者
•専門学校卒業または卒業見込み者

•高等学校卒業
•短期大学卒業または卒業見込み者

•入学時18歳以上で上記と同等の学力を有する者 •最終学歴の「成績証明書」　•最終学歴の「卒業証明書」
　※書類選考以外に面接と筆記試験を行います。

2023年10月1日（日）より受付開始

〒530-0003 大阪市北区堂島2-3-20
月曜～土曜：午前9時から午後6時　
日曜・祝日：午前9時から午後6時（進学イベント実施日のみ受付）

※郵送の場合は上記住所へ送付してください。

大阪デザイナー専門学校 事務局

10,000円（普通為替証書）

入学志願書の所定の位置に縦4cm×横3cmのものを貼付

ーー

高等学校の調査書、または最終学歴の成績証明書と卒業（見込み）証明書
※詳しい内容は下記の“証明書について"をご確認ください

※各学科とも定員に達し次第締め切ります。

20,000円（普通為替証書）

本校所定・24ページに付属

推薦書（本校所定・26ページに付属）

※出願書類で選考が不十分な場合は、資料の提出、または面接を行うことがあります。
書類選考

お問い合わせ　　 0120-59-2299　入学相談室

入学方法（出願資格•出願書類）
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面接

第1期 ： 2023年6月 1日（木）～2023年7月 2日（日）
第２期 ： 2023年7月 3日（月）～2023年8月 6日（日）
第３期 ： 2023年8月 7日（月）～2023年9月 3日（日）
第４期 ： 2023年9月 4日（月）～2023年10月 1日（日）

内定者には、総合型選抜（AO入学）専用入学志願書、「出願の手引き」等があわせて送付されます。
※送付物は正式出願時に必要となりますので、大切に保管してください。

締切前でも各学科定員になり次第、終了となります。
受付期間 2023年9月1日（金）～

総合型選抜（AO）特待生制度を利用する方は、
第1回 9月18日（月祝）、 第2回 10月22日（日）、第3回 11月19日（日）が締切となりますのでこ注意ください。

・ 総合型選抜（AO入学）専用志願書（※総合型選抜（AO入学）出願資格認定通知書に同封）
・ 証明書（高等学校の調査書、または最終学歴の成績証明書と卒業（見込み）証明書）※詳しくは3P「証明書について」をご覧ください。
・ 選考料 10,000円（普通為替証書） 郵便局の窓口で発行できます。

「総合型選抜（AO入学）」とは、書類などでの審査だけでなく、体験入学の参加や面接によって本校が求める学生像
（アドミッションポリシー）に準ずるかどうかを判断する入学選考制度です。

本校のアドミッションポリシー

　デザインの世界に自身の可能性を求め、将来この世界での活躍を目指している意欲のある人。

エントリー対象

エントリー条件

エントリー方法

エントリー受付期間

選考方法

エントリー期間によって選考日が異なります。
エントリー受付後に面接日時をご案内します。

選考日

エントリー合否発表

正式出願受付

正式出願書類

特典内容

エントリーシート、
出願書類提出先

選考合格後のスケジュール・
入学前のスキルアップ

募集学科・定員

総合型選抜（AO）エントリーから出願・入学までの流れ

※郵送の場合は上記住所へ送付してください。　※WEB出願も準備中。4月以降HPにてご確認ください。

〒530-0003 大阪市北区堂島2-3-20

※留学生として出願される方は、事前に「留学生募集要項」を本校入学相談室（　　　　　　　    ）に請求してください

大阪デザイナー専門学校　事務局

月曜～土曜　午前9時から午後6時
日曜・祝日　  午前9時から午後6時 ※進学イベント開催時のみ受付

0120-59-2299

0120-59-2299

• 本校が実施する体験入学・オープンキャンパス・学校説明会等（オンラインを含む）に参加された方

・ AOプレスクール（入学前授業）参加資格
・ 総合型選抜（AO）特待生制度受験資格
・ 正式出願時選考料免除（第1期～第3期までのエントリー者のみ対象）
※総合型選抜（AO）特待生制度の詳細は7ページを参照してください。

募集学科 ： 2年制学科
募集定員 ： 学科定員に準じる

本校所定の「総合型選抜（AO）エントリーシート」を記入し、郵送または本校窓口へ提出、または
オンラインエントリーにてお申込みください。（オープンキャンパス等参加時の提出も可能）
※エントリーシートは本書20ページを使用、または、本校ホームページからオンラインエントリーできます。
※WEBエントリーも準備中。4月以降HPにてご確認ください。

面接選考後、「総合型選抜（AO入学）出願資格認定通知書」を郵送します。

総合型選抜（AO入学）出願資格認定者は、2023年9月1日（金）からの正式出願に備え、エントリー者限定の
AOプレスクールに参加できます。AOプレスクールは入学前から受講できる無料授業です。

第1期　2023年6月 1日（木）～2023年7月 2日（日）
第２期　2023年7月 3日（月）～2023年8月 6日（日）
第３期　2023年8月 7日（月）～2023年9月 3日（日）
第４期　2023年9月 4日（月）～2023年10月 1日（日）

大阪デザイナー専門学校へ来校

総合型選抜（AO）エントリー

入学選考

合否結果送付

AOプレスクール

選考後、出願資格認定者には「総合型選抜（AO入学）出願資格認定通知書」、
「総合型選抜（AO入学）専用入学志願書」、「出願の手引き」などを送付します。

受付期間 ： 2023年9月1日（金）～正式出願

※総合型選抜（AO）特待生制度を利用する方は、
　第1回 9月18日（月祝）、第2回 10月22日（日）、第3回 11月19日（日）が締切

※正式出願について、詳しくは「出願の手引き」を必ずご確認ください。

入学前のスキルアップとして、「AOプレスクール（入学前授業）」に参加できます。

正式出願書類一式を本校窓口へ持参、または郵送にてご提出ください。

エントリー受付後、個別で指定された日時に本校にて面接選考を実施します。

上記エントリー期間内にエントリーシートを提出、
または本校のホームページからオンラインでエントリーしてください。

本校が実施する体験入学・オープンキャンパス・
学校説明会等（オンラインを含む）にご参加ください。

総合型選抜（AO）特待生制度を利用しない方 総合型選抜（AO）特待生制度を利用される方

「合格通知書」・「入学手続要項」送付 「合格通知書」・「入学手続要項」送付

入学金のみ納入

入学手続費用納入

指定日までに納入してください。入学金の納
入が確認できない場合は、総合型選抜（AO）
特待生制度を受験することができません。

二次審査／オンライン面接 一次審査を通過された方のみ
面接選考を行います。
※選考日は変更になる可能性があります。

一次審査／試験書類提出 試験書類を記入し、期限までに提出してくだ
さい。※内容は変更になる可能性があります。

合否発表 結果は郵送でご連絡いたします。

指定日までに学費納入と各種入学手続きを行ってください。

教科書・教材・用具費納入 3月中旬頃

入学オリエンテーション、入学式 4月上旬に入学オリエンテーション、入学式を行い、授業開始となります。
時間割などはオリエンテーション時にお伝えします。

入学時18歳以上で以下のいずれかを満たす方
　•2024年3月に高等学校を卒業見込みの方　
　•既に高等学校を卒業されている方
　•高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）に合格された方
　•外国において12年以上の学校教育を修了した方
　•上記と同等の学力を有する方（正式出願後、面接・筆記試験を行います）

※普通為替証書には何も記入しないでください。
※第3期までにエントリー済、かつ10月31日（火）までにご出願された方は出願選考料（普通為替証書）の発行・提出は不要です。

【専願】総合型選抜（AO入学）
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選考で合格基準に達した方は、その結果により減免金額が決まります。

第2回 第3回第1回

Aランク : 1年次授業料から470,000円を減免 Dランク : 1年次授業料から100,000円を減免　　　
Bランク : 1年次授業料から300,000円を減免 Ｅランク : 1年次授業料から50,000円を減免
Cランク : 1年次授業料から200,000円を減免

第1回 ： 約30名　　第2回 ： 約15名　　第3回 ： 若干名
成績優秀者が定員を超える場合や満たない場合は、合格人数を優先します。

指定日までに入学金を納入してください。
※入学金の納入がない場合はAO特待生制度は受験できません。

第1回総合型選抜（AO）特待生選考で不合格となった方は、希望者のみ第2回総合型選抜（AO）特待生制度に再チャレンジができます。
入学願書を再度ご提出していただく必要はありません。また、選考料を追加で納入する必要はありません。
※第1回の一次審査をご辞退された方は、再チャレンジ制度をお申込み済みであっても第2回の受験はできません。

・ 「総合型選抜（AO入学）」を利用し、合格された方
・ AOプレスクールに参加された方応募資格

●「総合型選抜（AO）特待生制度」とは、「総合型選抜（AO入学）」を利用して出願し合格された方の中で、総合型選抜（AO）特待生
選考の成績が優秀な方の授業料を奨学金として減免し、学業を奨励する入学制度です。

総合型選抜（AO）特待生制度

受付期間
結果発表

選考方法

手続き

入学金

免除額

募集定員

願書受付日　9/1（金）～9/18（月祝）必着
一次審査提出締切　：9/27（水）必着
一次審査通過者発表：10/2（月）
二次審査面接日　　：10/7（土）
※一次審査通過者のみ

結果発送（差出予定日）：10/13（金） 

願書受付日　9/19（火）～10/22（日）必着
一次審査提出締切　：11/1（水）必着
一次審査通過者発表：11/6（月）必着
二次審査面接日　　：11/11（土）
※一次審査通過者のみ

結果発送（差出予定日）：11/17（金） 

願書受付日　10/23（月）～11/19（日）必着
一次審査提出締切　：11/29（水）必着
一次審査通過者発表：12/4（月）
二次審査面接日　　：12/9（土）
※一次審査通過者のみ

結果発送（差出予定日）：12/15（金） 

総合型選抜（AO）特待生再チャレンジ制度

2024年3月に高等学校卒業見込みの方（高校3年生の方）

●2024年3月に高等学校を卒業見込みの方
●既に高等学校を卒業されている方

書類選考
※出願書類で選考が不十分な場合は、資料の提出、または面接を
　行うことがあります。
※本校の進学イベントに一度もご参加いただいていない方は、
下記のフリーコールから確認のお電話をいたします。

出願対象 選考方法

現在在学中または卒業した高等学校から推薦を受けられる方

大阪デザイナー専門学校 事務局
〒530-0003 大阪市北区堂島2-3-20

月曜～土曜　午前9時から午後6時
日曜・祝日　 午前9時から午後6時 ※進学イベント開催時のみ
※郵送の場合は上記住所へ送付してください。
※WEB出願も準備中。4月以降HPにてご確認ください。

出願条件

出願書類

出願手続

◎受付期間 2023年10月1日（日）～
※各学科とも定員に達し次第締め切ります。

出願受付

出願書類提出先

0120-59-2299

■入学志願書の「高校推薦」に必ず〇印を記入してください。
■入学志願書裏面の誓約書への記入、捺印を
　必ずしてください。

※本人住所宛に郵送をご希望の場合は、入学志願書のチェック欄に
　〇印をしてください。

入学志願書記入時の注意点

出願書類受理後、10日以内に「合否通知書」および「入
学手続要項」を入学志願者の保護者または保証人宛に
郵送します。

合否通知

一次審査（筆記／実技）　　　①AOプレスクールレポート　②自己アピールシート　③アイデアスケッチ
二次審査（オンライン面接）　一次審査通過者のみ

願書受付期間内に正式出願書類をご提出ください。
受験希望される方は、入学志願書の【総合型選抜（AO）特待生制度を利用する】に必ず○印を記入してください。

【総合型選抜（AO入学）】に準じます。詳しくは5～6ページをご確認ください。

願書受付日までに調査書発行ができない場合、本校指定の推薦書か卒業見込み証明書もしくは高等学校2年生までの調査書を提出することで
総合型選抜（AO）特待生制度の受験が可能です。
※後日、正式な調査書の提出は必要です。

●入学志願書
●証明書（高等学校の調査書、または成績証明書と
　　　　   卒業証明書）
●選考料 10,000円（普通為替証書）
●推薦書（本校所定・26ページに付属）

◎直接窓口に提出の場合
出願書類及び選考料10,000円（普通為替証書）を添えて
本校事務局に提出してください。（裏表紙の地図参照）

◎郵送による提出の場合
出願書類及び選考料10,000円（普通為替証書）を同封の上、
書留速達郵便にて本校宛に郵送してください。

※普通為替証書には何も記入しないでください。
「普通為替証書」は郵便局の窓口で発行できます。

※コロナウイルス等の状況により、内容や日程が変更となる場合があります。

総合型選抜（AO）特待生制度 高校推薦（専願）
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●2024年3月に高等学校を卒業見込みの方
●既に高等学校を卒業されている方
●高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に
　合格された方（入学時18歳以上）
●外国において12年以上の学校教育を修了した方

書類選考
※出願書類で選考が不十分な場合は、資料の提出、または面接を
　行うことがあります。

出願対象 選考方法

大阪デザイナー専門学校 事務局
〒530-0003 大阪市北区堂島2-3-20

月曜～土曜　午前9時から午後6時
日曜・祝日　 午前9時から午後6時
　　　　　　※進学イベント開催時のみ受付
※郵送の場合は上記住所へ送付してください。
※WEB出願も準備中。4月以降HPにてご確認ください。

出願条件

●入学志願書
●証明書（高等学校の調査書、または最終学歴の
　　　　  成績証明書と卒業（見込み）証明書）
●選考料 10,000円（普通為替証書）

出願書類

出願手続

◎受付期間 2023年10月1日（日）～
※各学科とも定員に達し次第締め切ります。

出願受付

出願書類提出先

0120-59-2299

■入学志願書の「自己推薦」に必ず〇印を記入してください。
■入学志願書裏面の誓約書への記入、捺印を
　必ずしてください。

※本人住所宛に郵送をご希望の場合は、入学志願書のチェック欄に
　〇印をしてください。

入学志願書記入時の注意点

出願書類受理後、10日以内に「合否通知書」および「入
学手続要項」を入学志願者の保護者または保証人宛に
郵送します。

合否通知

0120-59-2299留学生として出願される方は、事前に「留学生募集要項」を本校入学相談室（　　　　　　　　　　　　　）に請求してください。
「留学生募集要項」はホームページからのダウンロードも可能です。

0120-59-2299

●2024年3月に高等学校を卒業見込みの方
●既に高等学校を卒業されている方
●高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に
　された方（入学時18歳以上）
●外国において12年以上の学校教育を修了した方
●入学時18歳以上で上記と同等の学力を有する方
（書類選考に加えて、面接筆記試験を行います）

出願対象

大阪デザイナー専門学校 事務局
〒530-0003 大阪市北区堂島2-3-20

月曜～土曜　午前9時から午後6時
日曜・祝日　 午前9時から午後6時
　　　　　　※進学イベント開催時のみ受付
※郵送の場合は上記住所へ送付してください。
※WEB出願も準備中。4月以降HPにてご確認ください。

●入学志願書
●証明書（高等学校の調査書、または最終学歴の
　　　　  成績証明書と卒業（見込み）証明書）
●選考料 20,000円（普通為替証書）

出願書類

出願書類提出先

0120-59-2299

※本人住所宛に郵送をご希望の場合は、入学志願書のチェック欄に
　〇印をしてください。

出願書類受理後、10日以内に「合否通知書」および「入
学手続要項」を入学志願者の保護者または保証人宛に
郵送します。

合否通知

◎受付期間 2023年10月1日（日）～
※各学科とも定員に達し次第締め切ります。

出願受付

■入学志願書の「一般入学」の“専願”か“併願”に
　必ず〇印を記入してください。
■入学志願書裏面の誓約書への記入、捺印を
　必ずしてください。

併願で出願される方は、「入学志願書」の併願欄にＯを記入し、大学・短大の合否決定日を明記してください。
専願者と同様に書類選考を行い、合格された方は指定期日までに入学金のみを納入してください。その他の納入金については
大学･短大の合否決定日までお待ちいたします。他の専門学校との併願はできません。
※併願制度の対象となるのは一般入学での出願のみとなります。
※一旦納入された入学金は返金いたしません。
※ご不明な点は、大阪デザイナー専門学校 入学相談室（　　　　　　　　　　　　 ）に直接お問い合わせください。

入学志願書記入時の注意点

◎直接窓口に提出の場合
出願書類及び選考料20,000円（普通為替証書）を添えて
本校事務局に提出してください。（裏表紙の地図参照）

◎郵送による提出の場合
出願書類及び選考料20,000円（普通為替証書）を同封の上、
書留速達郵便にて本校宛に郵送してください。

※普通為替証書には何も記入しないでください。
「普通為替証書」は郵便局の窓口で発行できます。

出願手続

書類選考
※出願書類で選考が不十分な場合は、資料の提出、
　または面接を行うことがあります。
※本校の進学イベントに一度もご参加いただいていない方
は、本校のフリーコールから確認のお電話をいたします。

選考方法

大学・短大との併願制度について

以下のいずれかを満たす方
●本校の体験入学・オープンキャンパス・学校説明会等
　（オンラインを含む）に参加された方
●大学・短大・専門学校を卒業または卒業見込みの方

◎直接窓口に提出の場合
出願書類及び選考料10,000円（普通為替証書）を添えて
本校事務局に提出してください。（裏表紙の地図参照）

◎郵送による提出の場合
出願書類及び選考料10,000円（普通為替証書）を同封の上、
書留速達郵便にて本校宛に郵送してください。

※普通為替証書には何も記入しないでください。
「普通為替証書」は郵便局の窓口で発行できます。

自己推薦（専願） 一般入学（専願／併願）
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学費は、一年分一括納入を原則としていますが、『授業料』のみ『前期(4～9月）』『後期(10月～3月）』の2期に分けて納入することも
可能です。その場合、後期学費は2025年8月下旬ごろに納入となります。

第2年次納入金

（単位 ： 円）

【注意事項】
◎学費以外に寄付金や学校債の購入を求めたりすることは一切ありません。
◎振込手数料は納入者負担となります。

プロダクトデザイン学科・特殊メイク学科は、専用の工具類等を使用するため、グループ保険に加えて（傷害保険）への加入が
必要となっております。（年額6,000円）

学費納入規定

合格通知書と同封する入学手続要項に従い、指定日までに入学金・授業料（前期・後期分）・その他諸費用を所定の振込用紙を使用し電信振込にて
納入してください。学費は、一年分一括納入を原則としていますが、『授業料』のみ『前期(4～9月）』『後期(10月～3月）』の2期に分けて納入する
ことも可能です。その場合、後期学費は2024年8月下旬ごろ必要となります。
領収書は発行いたしませんので、振込時に銀行から渡される「振込金受領書」を大切に保管ください。

1) 入学手続き完了者に入学を許可し、本校学生として学籍簿に登録します。
2) 指定する期日までに無届けで学費を納入しない場合は、入学を辞退したものとみなします。
3) 何らかの事由により入学を辞退される際は、2024年3月31日までに入学辞退届等すべての書類を提出、かつ受理された場合は入学金および
　 事務手数料・振込手数料を除き返還いたします。（辞退の時期により、保険料・傷害保険料の返金はできない場合があります。）
　 4月1日以降に受理された入学辞退届や退学届については、入学手続き費用（前期学費）の返還はいたしません。
 　また、後期授業料については、後期オリエンテーション初日までに退学届等すべての書類が受理された場合に事務手数料・振込手数料を除き
　 返還いたします。 （4月1日以降の退学・辞退につきましては、学務との面談が必要です。）

納入金内訳 1年次
入学金（入学時のみ）
前期授業料

設備費(1年次分） 
校友会費（終身会費）

学生補償制度グループ保険料(1年次分）
共用教材費・傷害保険料(1年次分）

※B教科書・教材・用具費用が別途必要です。詳しくは下記をこ参照ください。

プロダクトデザイン学科・特殊メイク学科は、専用のエ具類等を使用するため、グループ保険に加えて（傷害保険）への加入が必要となっております。
（年額6,000円）

※1 グラフィックデザイン学科は別途「デジタルー眼レフカメラ」が必要となります。(4万円前後）
※2 プロダクトデザイン学科はエ房へ行く交通費が必要となります。

一括 （年額）

（前期）

（後期）
分納

A 共用教材費・傷害保険料(1年次分）の概算

B 教科書・教材・用具費(2年間使用分）の概算(2022年度実績、3月中旬頃納入）

学科
グラフィックデザイン
イラストレーション
フィギュアデザイン
アニメーション
マンガ

コミックイラスト

ゲーム・CG
インテリアデザイン

インテリアコーディネート
プロダクトデザイン
ファッションデザイン

特殊メイク

共用教材費 傷害保険料 傷害保険料
10,600
8,400
34,400
12,400
4,700
12,600

共用教材費
6,300
16,200
18,800
22,000
16,400
36,800

6,000

6,000

学科

第1年次納入金

入学手続き費用
（合格通知到着 約1ヶ月後納入）

後期学費

1年次　学費納入方法

後期授業料

170,000
470,000
220,000
8,000
2,000

A ※下記参照
470,000

合計 1,340,000 +A

1,340,000 +A
870,000 +A
470,000

（単位：円）

※2023年度実績をもとにした概算の金額となります。 （単位：円）

（単位：円）

学科 教科書教材用具費
(2年間使用分）

グラフィックデザイン
イラストレーション
フィギュアデザイン
アニメーション
マンガ

コミックイラスト
ゲーム・CG

42,000 ※1

※2
100,000
171,000
65,000
51,000
80,000
36,000

学科 教科書教材用具費
(2年間使用分）

インテリアデザイン
インテリアコーディネート
プロダクトデザイン
ファッションデザイン

特殊メイク（特殊メイクコース）
特殊メイク（特殊造形コース）

80,000
94,000
61,000
83,000
211,000
176,000

前期学費
（2025年2月上旬  納入予定）

納入金内訳

前期授業料

設備費（2年次分）

一括

分納

（年額）

（前期）

（後期）

1,354,000 +C
788,000 +C
566,000

後期学費

2年次  学費納入方法

566,000

220,000

2年次

共用教材費・傷害保険料（2年次分）

後期授業料

合計

学生補償制度グループ保険（2年次分）

C ※下記参照

566,000

1,354,000+C

2,000

C 共用教材費・傷害保険料(2年次）の概算

国内研修・合宿について（希望者対象）

※2023年度実績をもとにした概念の金額となります。

本校では希望者を対象に、学科別で国内研修・合宿を実施致します。実施時期に合わせて参加費用を徴収致します。　

海外研修旅行について（希望者対象）
本校では海外の異文化を直接体験することで、学生たちがより広い視野を持ちレベルアップを図ることを目的として海外研修旅行を
実施しています。海外研修は自由参加で別途費用が必要となります。また実施時期および期間、プログラムは変更になる場合があります。

（単位 ： 円）
学科 傷害保険料

グラフィックデザイン
イラストレーション
フィギュアデザイン
アニメーション
マンガ

コミックイラスト

ゲーム・CGー
ー
ー
ー
ー
ー

傷害保険料

ー
ー
6,000
ー
6,000

ー
共用教材費
11,000
11,100
33,000
7,100
17,800
14,500

共用教材費

20,600
14,600
25,200
14,400
43,700

6,700
学科

インテリアデザイン
インテリアコーディネート
プロダクトデザイン
ファッションデザイン

特殊メイク

（単位 ： 円）合宿費用一覧　※2019年度実績
学科 参加費用

グラフィックデザイン
イラストレーション
フィギュアデザイン
アニメーション
マンガ

コミックイラスト

ゲーム・CG20,600
36,100
42,600
10,800
27,400
41,500

参加費用

38,000
38,000
38,000
３６,１００

41,500
実施時期
夏季
夏季
夏季
夏季
夏季
秋季

実施時期

夏季
夏季
夏季
夏季

秋季
学科

（単位 ： 円）合宿費用一覧　※2019年度実績
対象学科 出発

特殊メイク（希望者のみ） 9月下旬 1週間 319,300
参加費用渡航先

アメリカ ハリウッド
期間

インテリアデザイン
インテリアコーディネート
プロダクトデザイン
ファッションデザイン

学費一覧・諸費用
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本校の卒業生（昼間部、2年制学科対象）は、下記の規定を満たしていることを文部科学大臣に認められ、平成6年文部科学大臣告示第84号により、
本校の学科において、「専門士」の称号が与えられます。
（1）修業年限2年以上であること。
（2）課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上であること。
（3）試験などにより成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
専門士の称号授与書には、修了した課程、学科名が記載されるので、従来は業務でしか判断されなかった技術・技能・教養の学習成果を第三者に提示
することができます。また、専門士の称号は文部科学大臣が指定する学科に付与されるので、その社会的評価と信頼性はいつまでも通用するものです。

専門士

専門学校卒業生は人事院規則により短期大学2年課程卒業と同等の資格で取り扱われます。

なお、一般企業団体においても修得した専門知識や技能を生かすことによって就職条件は有利です。
本校は職業安定法第33条の2による「無料職業紹介事業取扱校」として就職の紹介を行います。（天安第675-11号）

国家公務員採用基準

本校に在学する学生は通学定期と遠距離旅行の運賃について、学生割引が適用されます。（入学式後適用）

学生割引

本校に在学する勤労学生は学校法人校の特典として勤労学生所得税控除の適用を受けます。

勤労学生所得税控除

転勤、転居などの場合でも、学業を断念することなく系列の姉妹校への転入が可能です。
詳しくは本校の入学相談室にお問い合わせください。

姉妹校への転入学制度

本校の指定する画材店の商品が割引価格で購入できます。

画材割引購入制度

Adobe製品、Vectorworksのソフトウェアが指定校割引価格で購入できます。

ソフトウェア割引購入制度

修業年限2年以上の専門課程の卒業者「短大二卒」の区分
　内閣人事院　細則給実甲326号より抜粋
　初任給、昇格、昇給等の基準

全国に広がる
Education Network 〈他 10校設置〉

ビジュアルアーツ専門学校 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-23 0120-69-2299
大阪デザイナー専門学校 〒530-0003 大阪市北区堂島 2-3-20 0120-59-2299

大阪ビジネスカレッジ専門学校 〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-1-7 0120-79-2299
大阪観光専門学校 〒530-0003 大阪市北区堂島2-3-11 0120-89-2299

東京デザイナー学院学校法人
専門学校

名古屋デザイナー学院学校法人
専門学校

九州デザイナー学院学校法人
専門学校

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-11 0120-62-6006
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-1-3 0120-7575-38
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-8-24 0120-474-923

日本学生支援機構
経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の支給を行い、学生が安心して学べるよう「貸与」または「給付」する奨学金の制度です。
申込資格や選考基準が定められているので、必ずしも採用されるとは限りませんが、貸与型でも無利子、低利子なので卒業後に無理な
く返済できるのが特長です。奨学金の給付および貸与開始は入学後ですので、入学手続き費用にはこ利用いただけません。

●高校3年生の時に在籍高校で申込みを行います。早めに高校の先生に相談してみましょう。
●高校卒業後2年以内の方も出身高校で申込みが可能です。
●進学後の奨学金の給付及び貸与開始は、5月中旬になります。
　定期採用（入学後に申込む方法）の場合は7月中旬以降になるので、奨学金が早く給付または貸与されます。
●進学先が決まっていなくても申込みができ、採用決定後に取消も可能です。

〈申込み資格〉
  住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯または社会的養護を必要とする人
〈支給額〉
  世帯の所得金額に基づく区分と通学形態に応じて毎月支給されます。
  ★給付奨学生は、文部科学省の「高等教育の修学支援新制度」を受けることができます。

◎給付奨学金(原則返還の必要がない奨学金)

　●貸与月額は、予約採用も定期採用も同じです。
　●入学時特別増額貸与奨学金(下記の表を参照)を予約された方を対象に、交付される増額奨学金の範囲内で入学前に｢ろうきん」
　　から融資を受けることができる制度があります。（希望者のみ）

◎貸与奨学金(本校卒業後に返還が必要な奨学金)

新聞奨学生制度
働きながら学ぼうとする学生に、大手新聞社から奨学金が支給される制度です。新聞配達、集金などの業務に携わり、年間70～180万
円程度の奨学金（月々の支給あるいは、年1～2回にわたり支給されます。※返済の必要なし）および月々の給与が支給されます。
※早朝勤務のため体力の自信と強い意志が求められます。
※各新聞奨学会により多少条件が異なりますので詳細は各々にお問い合わせください。
　（最寄りの下記各社販売店でも奨学生の概要の問い合わせは可能です）
※奨学会によっては、募集を締め切っている場合もあります。

出願資格

貸与月額

入学時特別増額
貸与奨学金

返済期間

申込期間

利率

［第1種奨学金］ ［第2種奨学金］

■ 朝日奨学会

(時間割により受入れ出来ない学科•コースがありますので事前に入学相談室にお問い合わせください)

0120-417-133
■ 読売育英奨学会 0120-430-881

■ 毎日育英会 0120-211-203
■ 産経新聞奨学会 0120-351-051

予約採用 高校在学時に、進学後奨学生として採用されることを予約しておくシステムです。

●給付奨学金、貸与奨学金のどちらも支援要件に該当すれば申込み可能です。
●申込みを希望される方には、4月中旬～下旬に申込み書類をお渡しします。
●申込みには、学生本人と生計維持者（父、母等）のマイナンバーのコピーが必要です。
●募集時期は、春のみです。
●奨学金の給付および貸与開始は7月中旬以降になります。

定期採用（在学採用）

（1）高等学校の評定平均値が3.2以上（予約採用は3.5以上）であること。
（2）経済的に修学が困難であること。
（3）日本学生支援機構の定める収入限度額以内であること。
※家計の目安は自宅通学者の4人所帯で
　給与所得者　783万円以内
　給与以外の所得者　375万円以内

（1）高等学校の学習成績が出身校の平均水準以上であること。
（2）経済的に修学が困難であること。
（3）日本学生支援機構の定める収入限度額以内であること。

自宅通学者…2万円、3万円、4万円、5万3千円
自宅外通学者…2万円、3万円、4万円、5万円、6万円
希望月額を選択できます。
（保護者の所得金額により最高月額を選択できない場合もあります）

有利子。初回月額振込時に1回だけ増額して貸与される奨学金です。
ただし、申込みには、「国の教育ローン」を受けることができなかった等の条件があります。 
貸与金額10万円、20万円、30万円、40万円、50万円
上記の金額の中から選択できます。

ホームページアドレス ： https://www.jasso.go.jp

4月（この時期だけの募集です。ただし、家計に急変が生じ、緊急に奨学金が必要になった場合は随時）
※入学後に校舎掲示板にて説明会の日程を確認してください。

2万円～12万円までの1万円単位の金額の中から
希望月額を選択できます。

※家計の目安は自宅通学者の4人所帯で
　給与所得者　1,126万円以内
　給与以外の所得者　718万円以内

無利息 在学中は無利子、卒業後は年3%を上限とする利息つき
貸与修了6ヵ月据置後、10年～15年程度

第Ⅰ区分
第Ⅱ区分
第Ⅲ区分

38,300円
自宅通学(月額) 自宅外通学(月額)

25,600円
12,800円

75,800円
50,600円
25,300円

奨学金制度特典
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国の教育ローン
低利で手続きも簡単な国の教育ローン。日本政策金融公庫は、合格発表前にお申込みが可能です。

新入生および在学生の保護者
保護者の所得に上限あり
　子供2人の場合 給与所得者…890万円以内
　　　　　　　　事業所得者…680万円以内

融資対象

① 所得証明書
② 公共料金のお支払いを口座振替している預金通帳
③ 家族全員が記載された住民票の写し（本籍地の記載のないもの） 他

お申込時必要書類

融資金額

この制度は、2020年4月より文部科学省が設立した新しい制度です。
しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう実施されます。
この支援内容には「授業料·入学金の減免」と「給付型奨学金（原則返還不要）」の2種類あり、修学支援新制度はこれら2つを
組み合わせたものです。

授業料・入学金の減免 給付型奨学金

授業料•入学金の減免と給付型奨学金の上限額

入学金 約16万円／年
授業料 約59万円／年

自宅通学者 約46万円／年
自宅外通学者 約91万円／年

支援対象：住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯学生

日本政策金融公庫はWebからでもお申込みが可能です。　ホームページ https://www.jfc.go.jp/

支援対象となるか、どれくらいの支援が受けられるかは、日本学生支援機構 進学資金シミュレーターでシミュレーションができます。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html 
詳しくは、本校事務局入学相談室へご相談ください。

学生1名につき350万円以内

利率 年率1.95%
（母子家庭・父子家庭・世帯年収200万円以下の方は年1.40%)　※2022年11月現在

返済期間 18年以内

据置期間 在学期間内

保証 連帯保証人1名以上または（財）教育資金融資保証基金の保証

返済方法 ◎毎月元利均等返済　◎ステップアップ返済　◎ボーナス時増額返済

契約時必要書類 ① 印鑑証明書
② 本校の合格通知

お問合せ先 教育ローンコールセンター

提携教育ローン

みずほ銀行の教育ローン
■ みずほ銀行

特徴

お問合せ先

•来店不要　•学校に納入する学費以外にも、教育関連資金全般で利用可能
•すでに自己資金で支払済みの場合でも、支払後1ヵ月以内の申込みは受付可能
神田支店　個人営業課　TEL 03-3293-6165

https://www.mizuhobank.co.jp/loan/education/index.html

入学生および在学生の保護者
オリエントコーポレーションの承認を受けられる人

入学志願書下欄
資料請求欄に◯をされた方に
詳しい資料を送付。
（合格通知書類に同封）

各社にて審査。
ご契約者様へ
確認の電話が入る。

㈱オリエントコーポレーション
学費サポートデスク
　　0120-517-325（9：30～17：30）
https://orico.jp/gakusapo

■ ㈱オリエントコーポレーション

■ お申込みの流れ

本校提携のローン会社ですので手続きも簡単。返済方法もいろいろありますので、安心して借りられます。
契約成立後は、ローン会社より本校へ直接入金されますので、振込みの手間もかかりません。

融資対象

お問合せ先

学費相当額（学費納入時期ごとに利月可）融資金額
年率3.50%　※2022年10月現在利率
設定なし。ただし、融資額に応じる。返済期間
原則不要。ただし、審査により必要な場合もあり。保証人
毎月元利均等返済 ボーナス時増額返済 他返済方法
在学期間以内据置期間
①契約書　②合格通知書　③振込用紙申込み書類

入学生および在学生の保護者
ジャックスの承認を受けられる人

㈱ジャックス
コンシューマーデスク
　　0120-338-817（9：30～17：30）
https://www.jaccs.co.jp/yuyu/

■ ㈱ジャックス
融資対象

お問合せ先

学費相当額（学費納入時期ことに利用可）融資金額
年率3.50%　※2022年10月現在利率
15年以内返済期間
原則不要。ただし、審査により必要な場合もあり保証人
毎月元利均等返済 ボーナス時増額返済他返済方法
在学期間以内据置期間
①契約書　②合格通知書　③振込用紙申込み書類

入学生および在学生の保護者
アプラスの承認を受けられる方

㈱アプラス
クレジットセンター
　　0570-088-805  または
　　03-6739-1091（平日10：00～17：30）

■ ㈱アプラス
融資対象

お問合せ先

学費相当額（学費納入時期ことに利用可）融資金額
実質年率3.50%　※2022年10月現在利率

返済期間
原則不要。ただし、審査により必要な場合もあり保証人
毎月元利均等返済 ボーナス時増額返済他返済方法
在学期間以内据置期間
①契約書　②合格通知書　③振込用紙申込み書類

㈱オリエントコーポレーション、㈱ジャックス、㈱SMBCファイナンスサービス、イオンプロダクトファイナンス㈱はWebからのお申込みが可能です。

入学生および在校生、その保護者
イオンプロダクトファイナンスの承認を受けられる人

　　0120-636-773イオンプロダクトファイナンス㈱　学費ローン
さがして・こ(ローン申込サイト)　https://www.104839.jp/tokukame/gakuhi/

■ イオンプロダクトファイナンス㈱
融資対象

お問合せ先

年率2.9%　※2022年10月現在利率
原則不要。ただし、審査により必要な場合もあり保証人
不要(WEB申込みのみ)申込み書類

学費相当額5万円以上500万円以下(納入期ごとの利用)融資金額
最長10年（最大120回）返済期間
均等払い ボーナス併用払い返済方法

入学生および在学生の保護者
セディナの承認を受けられる方

セディナ 学費ローン
カスタマーセンター
　　050-3827-0375（9：30～17：00）
https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/

■ SMBCファイナンスサービス㈱
融資対象

お問合せ先

学費相当額（学費納入時期ことに利用可）融資金額
年率3.50%　※2022年10月現在利率
最長10年（最大120回）返済期間
原則不要。ただし、審査により必要な場合もあり保証人
毎月元利均等返済 ボーナス時贈額返済他返済方法
在学期間以内据置期間
①契約書　②合格通知書　③振込用紙申込み書類

PCでの
お申込み

契約書での
お申込み

必要書類をお手元にご準備の上、
必要事項を入力。 契約されたローン会社より

本校へ直接入金。
翌月より返済が開始される。ご希望のローン会社へ契約書を諸求し、

ご記入捺印の上ローン会社へ提出。
（事前に契約書をお取寄せ頂くことも可能）

キャリアサポートプラン 最長10年(6～120回）

教育ローン

高等教育の修学支援新制度
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男  女

校友会会員として、全ての在校生が対象の制度です。1年次の成績・面接等の結果により、奨励金として支給します。
1年次の12月頃に詳細を掲示等によりお知らせ致します。卒業後は返還の必要はありません。

校友会入学時奨励金制度
「校友会入学時奨励金制度」とは、校友会会員の2親等までの方が、姉妹校（大阪デザイナー専門学校•ビジュアルアーツ専門
学校•大阪ビジネスカレッジ専門学校・大阪観光専門学校）に入学される場合、Adachi学園 大阪 校友会（以下「校友会」という）
より奨励金を支給する制度です。

● 校友会会員資格を有する方の2親等までの方
　 入学を希望される方のご両親や兄弟姉妹が卒業生、在籍生、および在校生ならば出願できます。
● 同年度にご兄弟で入学志願される場合

出願資格

100,000円を支給

特典内容

入学合格通知が届きましたら、同封の「校友会入学時奨励金申請書」に、必要事項を記入の上、ご返送ください。
審査後、入学後の5月頃に校友会より奨励金をお振込みいたします。

入学手続き

校友会会員とは、姉妹校の卒業生、在籍生(卒業の可否を問わず、卒業年度の在籍者)、および在校生の方です。

校友会会員

各出願方法の出願締切日に準じます。

出願締切日

校友会進級時奨励金制度（対象：本校の入学者全員）

切り取り線

女子女子 男子

男  女 男  女 男  女女子

本校指定学生寮
本校では、㈱共立メンテナンスとの提携により、朝夕２食付の指定学生寮をご紹介しています。入居に関しては、本校に出願し、合格通知
書（入学許可書）を受理した方より入居のお申込みをしていただくようになりますので、入居希望の方は入学志願書の所定の欄にチェック
してください。
◎朝夕2食の食事付。毎日食べても飽きない豊富なメニューをご提供しています。
◎生活に必要な家具（ベッド・机・イス・書棚・クローゼット・エアコン・カーテン・wi-fi等）が備え付けなので、引っ越しも簡単です。
◎居室は、全室個室でプライバシーが守られています。居室スペースを優先した水回り共同タイプから、バス・トイレ付の物件までご案内可能です。
◎指定学生寮には、寮長寮母が常駐しているので、突然の病気や緊急時の対応についてもサポートできます。
◎お申込みは、6月の総合型選抜（AO）エントリー受付開始時から無料でお申込みができます。
◎物件については早い段階で満室となる物件もございます。お早めにご検討ください。
※総合型選抜（AO入学）を受験される方に向けて、年間約24万円お得な、月額寮費2万円引きまたは初期費用の年間管理費免除ができる
サポート制度をご用意しています。詳細は、下記ご連絡先までお問い合わせください。

ドーミー江坂江の木2
大阪・梅田まで11分

ドーミー西長堀
大阪・梅田まで15分

ドーミー北梅田
大阪・梅田まで5分

ドーミー江坂
大阪・梅田まで11分

※上記のマンション以外にも学校周辺のマンションをご紹介いたします。
物件のご相談•見学予約•お問い合わせ　（株）学生情報センター(nasic)　　　0120-050-749   https://749.jp/

【指定学生マンション】
24時間管理人常駐

梅田エクセルハイツ
大阪・梅田まで徒歩圏内

【指定学生マンション】
女子専用マンション

フェニックス松屋町
大阪・梅田まで17分

【指定学生マンション】
女子専用フロア有り・家電付きマンション

ai・do（アイドゥ）
大阪・梅田まで8分

【指定学生マンション】
家具家電付き・早期予約特典付きマンション

プランドール三国
大阪・梅田まで13分

本校指定学生マンション
本校では（株）学生情報センター(nasic)との提携により、本校姉妹校の多くの学生が入居している指定マンションをご紹介しております。
入居に関しては本校に出願し、合格通知書（入学許可書）を受理した方より入居のお申込みをしていただくようになりますので、入居希望の
方は入学志願書の所定の欄にチェックしてください。
◎フロントオートロックを完備した物件を多数ご用意し、24時間365日体制で鍵の紛失・設備故障・健康医療相談等に対応しております。
◎家賃の発生は契約開始日からとなります。（申込みから契約開始までの空家賃は発生しません。）
◎6月の総合型選抜（AO）エントリー受付開始時からマンションの無料予約を受け付けております。
　※早期予約特典として「割引特典」を実施しているマンションもございます。
　また、予約で満室になるマンションもございますので、お早めにご検討ください。
◎生活スタイルの似かよった学生が入居しています。門限もなく時間の制限がないため、自由な生活ができます。
◎大阪市内を中心に、徒歩通学圏内から通学時間30分以内までの便利なエリアをご紹介。
◎家具・家電付きマンション、女子専用マンション等バリエーション豊かに物件を紹介・管理しております。
◎礼金ナシ更新料ナシの物件多数。初期費用を抑えることができます。

※上記の指定学生寮以外にもご希望により学校周辺の学生寮をご紹介いたします。
物件のご相談•見学予約•お問い合わせ　（株）共立メンテナンス　　　0120-805-103

※出願書類と一緒にご提出ください。

出願書類・出願手続き

このページの下にある「校友会入学時奨励金制度申込書」を切り取り、必要事項（校友会会員の卒業校・卒業学科・卒業年度・
在学時氏名•出願者との続柄等）を記入して出願書類に同封してください。

【校友会入学時奨励金制度申込書】

校友会奨励金制度(Adachi学園 大阪 校友会) 本校指定学生マンション・指定学生寮
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●個人情報の取り扱いについて・・・ご記入いただいた個人情報については、総合型選抜（AO入学）選考及び入学後の学籍管理以外には使用いたしません。

※コースは9月1日（金）からの正式出願の際にご決定ください。

□ 希望する　□ 希望しない　□ 検討中

フ ィ ギ ュ ア デ ザ イ ン 学 科

ゲ ー ム ・ C G 学 科

2024年3月 卒業見込み

2023

2005

※9月からの正式出願時にコースを決定してください。

※現段階の希望をご記入ください。

総合型選抜（AO）エントリーシート

貴校の2024年度入学に際し、総合型選抜（AO入学）にエントリーしたく申請いたします。
なお、今回の総合型選抜（AO）エントリーに関して、在籍または卒業した学校への情報提供について承諾いたします。

志望する学科の前の□の中に○印を入れてください

総合型選抜（AO）特待生制度の利用について

総合型選抜（AO）エントリーシート記入例
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※AO入学推薦証を持っている場合は記入不要です。

■ 高校推薦入学

■ 自己推薦入学

■ 一般入学

各種出願書類

■ 入学志願書（推薦入学 · 一般入学）
　・記入例を参考にご記入ください
　・裏面にも記入欄があります

■ 誓約書
　・入学志願書の裏面にあります
　・どの入学方法も記入は必要です

■ 推薦書
　・高校推薦入学を希望される方のみ提出

※総合型選抜（AO 入学）の方は
　「総合型選抜（AO 入学）専用 入学志願書」を
　ご利用ください。



フ ィ ギ ュ ア デ ザ イ ン 学 科

ゲ ー ム ・ C G 学 科

モ ー シ ョ ン グ ラ フ ィ ッ ク ス ファッションアクセサリーデザイン

志望するコースの前の□の中に○印を入れてください

※総合型選抜（AO入学）の方
は、こちらの「入学志願書」
ではなく「総合型選抜（AO
入学）専用 入学志願書」を
ご利用ください。

2024

2005

2023

※裏面の誓約書もご記入ください

※裏面の誓約書もご記入ください

入学志願書記入例
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専攻

学校法人 Adachi学園

　上記のとおり、2024年度学生募集要項に記述され
ている「高校推薦入学」の推薦基準を決定いたしました。
　ご了承の上、多くの推薦を賜りたくお願い申し上げます。

2024 年度「高校推薦入学」推薦基準について
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