
 
2023年度版

■ 留学生用募集要項
国際コミュニケーション学科

声優養成科

りゅう がく  せい   よう    ぼしゅう     よう    こう

こくさい　　　　　　　　　　　　　　   　がっか

せいゆうようせいか

学科概要

国際コミュニケーション学科 修業年限　2年／入学定員　60名

■総合英語専攻 ■英語・韓国語専攻

■国際ビジネス専攻 ■大学編入・進学専攻

授業日
　毎週月曜日～金曜日までの週5日制

授業時間
9：15～12：30／13：30～16：45

※土曜・日曜・祝日は休み

こくさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がっか　　　　　　
しゅうぎょうねんげん　ねん　にゅうがくていいん   　めい

じゅぎょうび

どよう    にちよう  しゅくじつ    やす

声優養成科 修業年限　2年／入学定員　90名
しゅうぎょうねんげん　ねん　にゅうがくていいん   　めい

せいゆうようせいか

がっかがいよう

そうごうえいごせんこう　　　　　　　　　   えいご　　  かんこくごせんこう

こくさい　　　　　　　せんこう　　　　　だいがくへんにゅう  しんがくせんこう
じゅぎょうじかん

まいしゅうげつようび   　きんようび　      　　しゅう　かせい



□入学願書（写真１枚貼付・１枚同封：裏に氏名記入）

※AO入試の場合はエントリーシートのみ 
□経費支弁の証明となる書類    

　（送金証明書・通帳・経費支弁者の残高証明書、

　課税証明書、源泉徴収票、ｱﾙﾊﾞｲﾄの給与明細   等）

□パスポート 

□母国での最終学校の卒業証明書または

    卒業証書の原本と、成績証明書

□在留カード 

□選考料２万円　※AO入試は除く

□国民健康保険証

□日本語能力を証明する書類

　（JLPT、EJUまたはBJTの結果の証明書）

※推薦入試の方は、日本語学校の校長または

　担任からの「学校推薦書」をご提出ください。 

受付時間をご確認の上、下記書類を、窓口までお持ちください。

当校への入学をご希望の方は以下をご参照ください。  
とうこう　　　  にゅうがく        　きぼう    　かた　     いか　          さんしょう

入学時までに18歳に達する者で １ ～ ５ のすべてを満たした者。   

　　１　外国において12年間の学校教育 （ 高等学校相当 ） を修了した者      

　　２　緊急時に連絡ができる日本在住の連絡人がいること     

　　３　日本語能力の判定について以下のいずれかの条件を満たしていること   

　　　　　●日本語能力試験（JLPT）のＮ２（2級）以上に合格した者   

　　　　　●日本留学試験（EJU）の日本語科目（読解、聴解、聴読解）の合計で200点以上を取得した者

　　　　　●BJTビジネス日本語能力テストで400点以上取得した者 

　　　　　●入国管理局が認めた日本語教育機関で6か月以上の教育を受けた者で、出席率が良く、

　　　　　　当校で行われる日本語試験において、日本語能力試験N2（２級）相当以上であると確認した者

　　　　　●学校教育法第一条に規定する日本国内の学校において1年以上の教育を受けた者で、出席率が良く、

　　　　　　当校で行われる日本語試験において、日本語能力試験N2（２級）相当以上であると確認した者 

　　４　入学から卒業まで日本国内に滞在できる在留資格を持っている者 

　　５　日本語教育機関在学者は出席率が90％以上であること

出願資格
にゅうがくじ　　　　　  さい      たっ　  　もの　 　　　　　　　　　　　　 　　み　　　　  もの

 がいこく　　　　  　          ねんかん   がっこうきょういく    こうとうがっこうそうとう          しゅうりょう    　もの

きんきゅうじ　 れんらく　　　　   　にほんざいじゅう  れんらくにん

にほんごのうりょく　　はんてい　　　　　　  いか　　　                     　　じょうけん　   み

　　　    にほんごのうりょくしけん　　　                                   きゅういじょうに     ごうかく　  　もの

　　      にほんりゅうがくしけん　                  　にほんごかもく　どっかい ちょうかい ちょうどっかい　 ごうけい　　   　てんいじょう　  しゅとく　    　もの

                                                      にほんごのうりょく　　                       　てんいじょうしゅとく　       もの

             にゅうこくかんりきょく　みと           　にほんごきょういくきかん　           げついじょう　きょういく　   う　           もの　   しゅっせきりつ      よ

               とうこう　おこな                 　にほんごしけん　                               にほんごのうりょくしけん　              きゅう  そうとういじよう　                   かくにん       　もの

             がっこうきょういくほうだいいちじょう　     きてい　         にほんこくない　  がっこう　                         ねんいじょう　きょういく   　う　           もの　   しゅっせきりつ　 よ

                とうこう   おこな　                  にほんごしけん　                               にほんごのうりょくしけん　             きゅう  そうとういじょう　                    かくにん　       もの

にゅうがく　   そつぎょう　      にほんこくない 　たいざい　             ざいりゅうしかく    　も　                      もの

 にほんごきょういくきかんざいがくしゃ　しゅっせきりつ　              いじょう

出願書類

しゅつがんしかく

しゅつがんしょるい

□日本語学校の出席・成績証明書と

    修了見込証明書または修了証明書（開封無効）

にゅうがくがんしょ  しゃしん　    まいはりつけ　       まいどうふう　うら　     しめいきにゅう 

            にゅうし　      ばあい

     ぼこく　　さいしゅうがっこう　　そつぎょうしょうめいしょ

そつぎょうしょうめいしょ  げんぽん　   せいせきしょうめいしょ

にほんごがっこう　         しゅっせき  せいせきしょうめいしょ

しゅうりょうみこみしょうめいしょ　              しゅうりょうしょうめいしょ      かいふうむこう

ざいりゅう

せんこうりょう   　まんえん　                  　にゅうし　  のぞ

こくみんけんこうほけんしょう

けいひしべん　   　しょうめい　        　　しょるい

そうきんしょうめいしょ　つうちょう　けいひしべんしゃ　      ざんだかしょうめいしょ

かぜいしょうめいしょ　げんせんちょうしゅうひょう　　　　　　　   きゅうよめいさい　 など

にほんごのうりょく　　 しょうめい　    　しょるい

                                                                               けっか　　しょうめいしょ

すいせんにゅうし 　かた　       　にほんごがっこう　　   こうちょう

たんにん　                　がっこうすいせんしょ　         　ていしゅつ

りゅうがくせい　   　みな

留学生の皆さまへ

うけつけじかん　         かくにん  　うえ　    かきしょるい             まどぐち　　　         も
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学費について
■1年次

がくひ

ねんじ

■2年次
ねんじ

★2023年4月1日以降は、一旦納入された学費及びその他の費用については原則として返還いたしませんのでご了承ください。

入学金納入方法

一括納入 180,000円 680,000円 220,000円 90,000円 1,170,000円

180,000円 340,000円 220,000円 90,000円 830,000円

340,000円340,000円
分納

（前期）

（後期）

授業料 維持費 教材・研修費等 合計
のうにゅうほうほう　　　　  にゅうがくきん　                 　じゅぎょうりょう　                          　いじひ　　              きょうざい・けんしゅうひなど　                　ごうけい

いっかつのうにゅう　　　　  　　　　    　   えん             　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん　　　　　　   　　　　えん

ぜんき　　　  　　　　        　   えん             　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん　　　　　　   　　　　えん

こうき　　　  　　　　        　   　　              　　　　　　　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　   　　　　えん

ぶんのう

ねん  がつ   にちいこう　いったんのうにゅう　  　がくひおよ　           　た　　ひよう　　             　　げんそく　　  　へんかん　　                                 　　りょうしょう

★所定の期日までに予定の学費が納められない場合、進級あるいは卒業ができなくなる場合があります。
しょてい　   きじつ　            　よてい　   がくひ 　おさ　                        　ばあい　しんきゅう　           　そつぎょう　　                              　ばあい

授業料

760,000円 220,000円 90,000円 20,000円 1,090,000円

380,000円 220,000円 90,000円 20,000円 710,000円

380,000円380,000円

卒業諸費納入方法

一括納入

分納
（前期）

（後期）

授業料 維持費 教材・研修費等 合計卒業諸費
のうにゅうほうほう               　じゅぎょうりょう　                          　いじひ　　              きょうざい・けんしゅうひなど　             そつぎょうしょひ　                          ごうけい

いっかつのうにゅう　　　　  　　　　    　   えん             　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん　　　　　　   　　　　えん

ぜんき　　　  　　　　        　   えん             　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　えん　　　　　　   　　　　えん

こうき　　　  　　　　       　　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　　　　　　   　　                                                   　　えん

ぶんのう

入試スケジュール
AO入試エントリー・出願期間

エントリー期間 ２０２２年６月１日（水）～９月３０日（金） ２０２２年９月１日（木）～１１月１８日（金）出願期間

推薦入試・一般入試出願期間

推薦入試 第一期

第二期

第一期

第二期

２０２２年１０月１日（土）～１２月１６日（金）

２０２３年１月５日（木）～３月１０日（金）

２０２２年１１月１日（火）～１２月１６日（金）

２０２３年１月５日（木）～３月１０日（金）　
一般入試

窓口提出の場合

平日９：００～17：００に必要書類をお持ちの上、ご来校ください。

※土日祝日、２０２２年８月６日（土）～１５日（月）、１２月２８日（水）～２０２３年１月４日（水）は窓口業務は休みです。

エントリー・出願の注意事項

●各スケジュールの期限は消印有効です。

●AO入試の出願は、エントリー後に試験を受け内定された方のみ出願できます。

にゅうし　　　　　　　しゅつがんきかん

きかん しゅつがんきかんねん  がつ　にち すい　         がつ　    にち  きん ねん  がつ　にち もく　   　        がつ　    にち  きん

すいせんにゅうし いっぱんにゅうししゅつがんきかん

すいせんにゅうし

いっぱんにゅうし

まどぐちていしゅつ　ばあい

しゅつがん　ちゅういじこう

へいじつ　　　　　　　　　　ひつようしょるい　　も　　　うえ　　らいこう

どにちしゅくじつ　　　　ねん   がつ  にち   ど　               にち   げつ　    　がつ　   にち  すい                          ねん  がつ  にち  すい      まどぐちぎょうむ   やす

かく　　　　　　　　　　きげん   けしいんゆうこう

にゅうし　しゅつがん　　　　　　　  ご　　しけん    　う　 ないてい　           かた　     しゅつがん

だい   　き　　　                                                          　ねん　 　がつ　にち　ど                   　がつ　　にち   きん

だい　   き                                                                            ねん   がつ　にち   もく　　　   がつ　　にち   きん

だい　   き　　　　　　　　                        　　　　ねん　　がつ　にち　 か　　         　がつ　　にち   きん

だい　   き　　　　　                                                      ねん　がつ   にち   もく　       　がつ　　にち    きん
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にゅうし

※在留期限が2023年6月以降の方は2023年3月24日（金）まで出願を受付けます。
ざいりゅうきげん　 　　ねん がついこう　かた　        　ねん がつ   にち  きん　     しゅつがん うけつ



特待生制度について
来校して受験される方のみ、特待生制度のお申込みが可能です。

強い学習意欲をお持ちの方、経済的な事情で出願が困難な方はご検討ください。

下記の特待種類や入試面接を踏まえ審査。特待ランクに応じて5～30万円 を１年次の納入金額

から免除します。尚、結果によってはランク外となり免除とならない場合もございます。

＜内　　容＞

➡

30万円

20万円

10万円

5万円

特待生A

特待生B

特待生C

特待生D

5万円

5～10万円

15万円

10万円

強い意志を持って入学を希望している方。

来校して受験される方。

入試にて特待種類・面接を総合的に審査し、選考。

入試選考結果と共に郵送。

＜応募資格＞

＜選考方法＞

＜選考結果＞

①来校特待

②出席率特待

③早期割引特待Ⅰ

④早期割引特待Ⅱ

特待種類 条件 免除額 特待ランク 減免額
   オープンキャンパス 　
                  または相談会に参加した方

日本語学校の出席率90％以上

9月30日までにお申込みの方

12月16日までにお申込みの方

「AOエントリーシート」、もしくは「入学願書」の該当するチェックボックスに

チェックを入れてください。

＜申込方法＞

とくたいせいせいど

らいこう　   　じゅけん　　     　 かた　      　   とくたいせいせいど　          もうしこ　  　     かのう

  つよ　 がくしゅういよく          　も　           かた   けいざいてき   じじょう　  しゅつがん   こんなん 　かた　         けんとう

ない　     　 よう かき　   とくたいしゅるい　  にゅうしめんせつ　ふ　             しんさ　  とくたい                       　おう　                   　　まんえん　　        ねんじ 　のうにゅうきんがく

めんじょ　　　  　 　なお  　けっか　　　　                                  　がい　　          めんじょ　　　　　　　 　ばあい

らいこうとくたい

しゅっきせりつとくたい 　   　　　　　　　にほんごがっこう　   しゅっせきりつ　  　いじょう

 そうき  わりびき  とくたい              　　　　   がつ　  にち　　                  もうしこ              かた

そうき　わりびき とくたい　        　　　　        がつ　  にち　　                  もうしこ              かた

そうだんかい　  さんか　       かた

おうぼしかく　　　　 　つよ　　いし　　も　　  にゅうがく    きぼう　　　         かた

　　　　　　　　　　   らいこう    　じゅけん　            かた

せんこうほうほう　　　   　にゅうし　  とくたいしゅるい   めんせつ  そうごうてき　 しんさ　    せんこう

せんこうけっか　　　　   にゅうしせんこうけっか　とも　ゆうそう

とくたいせい　  　　　　　　　まんえん

とくたいせい　  　　　　　　　まんえん

とくたいせい　  　　　　　　　まんえん

とくたいせい　  　　　　　　　まんえん

まんえん

まんえん

まんえん

まんえん

とくたいしゅるい　　　　　　　　　　　 じょうけん　　　　　　　　　　　めんじょがく　      　　　　　とくたい　　     　　　　げんめんがく
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もうしこみほうほう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　にゅうがくがんしょ　  がいとう

い



AO入試エントリーシート

申込番号

写真貼付欄

・縦40㎜×横30㎜
・上半身脱帽
・撮影から3ヵ月以内
・カラー 白黒不可)
・背景なし

□ 国際コミュニケーション学科          　□声優養成科　　※希望の学科に✓を入れてください。
□ 総合英語専攻　□ 英語・韓国語専攻　□ 国際ビジネス専攻　□ 大学編入・進学専攻
※国際コミュニケーション学科を希望する方は専攻に✓を入れてください。

※申込番号は学校記入欄です。 提出日　　  西暦　　　　  年　　  月　　  日

人
　

本

人
証
保

本人との
続柄

※　保証人は原則として父母または在学中責任をもって後見できる独立生計者。または国内で連絡がつく者。　

フリガナ

氏　名

〒
住　所

本人学歴
（西暦で記入）

日本語学校

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

小学校卒業

中学校卒業

高等学校

母国での職歴
（西暦で記入）

日本語能力
資格の有無

日本語能力試験（JLPT）　　　  ：　　　　合格・不合格（　　　　点）　　　年　　　月
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 　：　　　　点　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月

卒業・卒業見込 （どちらかに○）

卒業・卒業見込 （どちらかに○）

（　　　  　方）

（　　　）　　　 -

　フリガナ

氏　名

〒
住　所
メールアドレス　　　

別
性 生年

月日

西暦　　　　  年　　 
月　　 日生
　　 才

（　　　  　方）

自宅電話（　　　）　　　 

国籍

漢字

英字
現在のビザの
有効期限

現在のビザの
種類

- なし 携帯電話（　　　）　　　 - なし

特待生制度をお申込みされる方は下記に　を入れてください。※複数選択可

：　　　　点　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月

◎当校を受験する志望動機

□ ①来校特待（オープンキャンパス・相談会に参加した方、オンラインも可）
□ ②出席率特待（日本語学校在学時の出席率90％以上）
□ ③早期割引特待Ⅰ（9月30日までにお申込みの方）

線
リ
ト
リ
キ
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経費支弁説明書
当校に入学後、在学中の学費や生活費について、

支払内容を説明するためのものです。
英語氏名

記入日

年　　　月　　　日

経費
支弁者
氏名

漢字氏名

英語氏名

父・母・祖父・祖母・
義父・義母・兄・姉・　
その他（　　　　　）

TEL :

住所
（漢字またはアルファベット）

・
電話番号

フリガナ
（カタカナ）

■経費支弁者

本人との関係

１.仕送りのみ ２.仕送りとアルバイト収入 ３.その他（　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■学費について

■生活費について

１.仕送りのみ ２.仕送りとアルバイト収入 ３.その他（　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１.毎月　　　　　　　　　　　　　　　　円 ２.不定期に（　　　　　　　　　　）円程度 年間合計　　　　　　　　　　　　　　円

■経費支弁者負担

１.預貯金　　　　　　　　　　　　　円 ２.アルバイト収入・１か月に（　　　　　　）円程度、アルバイト時間・週に（　　　）時間程度

３.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■本人負担

線
リ
ト
リ
キ
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　フリガナ

氏　名

〒
住　所
メールアドレス　　　

別
性 生年

月日

西暦　　　　  年　　 
月　　 日生
　　 才

（　　　  　方）

自宅電話（　　　）　　　 

国籍

漢字

英字
現在のビザの
有効期限

現在のビザの
種類

- なし 携帯電話（　　　）　　　 - なし

人
証
保

　
人

本

□ 国際コミュニケーション学科          　□声優養成科　　※希望の学科に✓を入れてください。

※国際コミュニケーション学科を希望する方は専攻に✓を入れてください。

※　保証人は原則として父母または在学中責任をもって後見できる独立生計者。または国内で連絡がつく者。　

本人学歴
（西暦で記入）

日本語学校

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

　　　　　年　　　月

小学校卒業

中学校卒業

高等学校

母国での職歴
（西暦で記入）

日本語能力
資格の有無

日本語能力試験（JLPT）　　　  ：　　　　合格・不合格（　　　　点）　　　年　　　月
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 　：　　　　点　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月

卒業・卒業見込 （どちらかに○）

卒業・卒業見込 （どちらかに○）

特待生制度をお申込みされる方は下記に　を入れてください。※複数選択可

：　　　　点　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月

□ ①来校特待（オープンキャンパス・相談会に参加した方、オンラインも可）
□ ②出席率特待（日本語学校在学時の出席率90％以上）
□ ③早期割引特待Ⅰ（9月30日までにお申込みの方）
□ ④早期割引特待Ⅱ（12月16日までにお申込みの方）

線
リ
ト
リ
キ
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学校推薦書（推薦入試用）

下記の者は貴校への進学に適する者と認め推薦します。

校長　市原 光敏　殿

所在地

学校名

推薦者

推薦理由

学　　科 □ 声優養成科　□ 国際コミュニケーション学科　どちらかに□を入れてください。

（担　　任）

（注）①推薦理由：学習意欲、行動、性格、適性などについて入学に適すると認める参考所見を記入してください。
　　　②推薦者は校長又は担任印を押捺してください。
　　　

性別 国籍

西暦　　　  年　　　 月　　 　日生（　　　才）

西暦　   　  　年　 　　月　　  　日　　  　　　卒業見込 現在の出席率　　　　　　　　　　　　％

氏  名

フリガナ

（〒           -              ）

西暦　　 　　年　　　月　　　日

印校長又は担任

専門学校 東京声優・国際アカデミー

✓



経費支弁説明書
当校に入学後、在学中の学費や生活費について、

支払内容を説明するためのものです。
英語氏名

記入日

年　　　月　　　日

経費
支弁者
氏名

漢字氏名

英語氏名

父・母・祖父・祖母・
義父・義母・兄・姉・　
その他（　　　　　）

TEL :

住所
（漢字またはアルファベット）

・
電話番号

フリガナ
（カタカナ）

■経費支弁者

本人との関係

１.仕送りのみ ２.仕送りとアルバイト収入 ３.その他（　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■学費について

■生活費について

１.仕送りのみ ２.仕送りとアルバイト収入 ３.その他（　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１.毎月　　　　　　　　　　　　　　　　円 ２.不定期に（　　　　　　　　　　）円程度 年間合計　　　　　　　　　　　　　　円

■経費支弁者負担

１.預貯金　　　　　　　　　　　　　円 ２.アルバイト収入・１か月に（　　　　　　）円程度、アルバイト時間・週に（　　　）時間程度

３.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■本人負担

線
リ
ト
リ
キ
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国籍

現在の出席率　　　　　　　　　　　％

校長又は担任

□ 声優養成科　□ 国際コミュニケーション学科　 どちらかに を入れてください。□✓
線
リ
ト
リ
キ

②推薦者は校長または担任印を捺印してください。
①推薦理由：学習意欲、行動、性格、適性等について入学に適すると認める参考初見を記入してください。

9

線
リ
ト
リ
キ

学校推薦書（推薦入試用）

下記の者は貴校への進学に適する者と認め推薦します。

校長　市原 光敏　殿

所在地

学校名

推薦者

推薦理由

学　　科 □ 声優養成科　□ 国際コミュニケーション学科　どちらかに□を入れてください。

（担　　任）

（注）①推薦理由：学習意欲、行動、性格、適性などについて入学に適すると認める参考所見を記入してください。
　　　②推薦者は校長又は担任印を押捺してください。
　　　

性別 国籍

西暦　　　  年　　　 月　　 　日生（　　　才）

西暦　   　  　年　 　　月　　  　日　　  　　　卒業見込 現在の出席率　　　　　　　　　　　　％

氏  名

フリガナ

（〒           -              ）

西暦　　 　　年　　　月　　　日

印校長又は担任

専門学校 東京声優・国際アカデミー

✓
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しつ もん

でん わ かた

Q 2 　アルバイトはできますか？学校で紹介してもらえますか？
はい。可能です。ただし学校での紹介は行っておりませんので、ご了承ください。

提携している学生寮がございます。希望の方にはご紹介します。

Q 3 　寮はありますか？

いいえ。当校の入学試験ではまず合格か不合格かを判定し、合否決定後それぞれの制度について審査
いたしますので、ご安心ください。

Q 6 　特待生制度を申込むと入学試験の難易度も上がりますか？

はい。実際の授業もご覧いただけます。時期によっては行っていないこともありますので、お電話にて
直接お問い合わせください。

Q 5 　授業見学はできますか？

はい。毎月2回程度行っており、学校の雰囲気などを職員よりご紹介いたします。
友人の方のご見学も可能です。予約制となっておりますので、ホームページ、お電話、
メールにてお申込みください。

　Q 4 　オープンキャンパスに参加できますか？

ありません。20代や30代で入学する方もいらっしゃいます。

Q 7 　年齢制限はありますか？

Q 1 　学費のほかにかかる費用はありますか？
がく

がっ

りょう

じゅ けんがくぎょう

かいしょうこう

ひ ひ よう

学費には教材・研修費が含まれておりますので入学後に徴収することはありません。
ただし、下記については別途費用がかかる場合がございます。
インフルエンザ予防接種代・各種検定受験料、その他、授業や行事に関する費用等。

よくあるご質問Q & A

AOエントリー並びに、出願された後、随時郵送にてご案内しております。ご都合が悪い場合は、
ご連絡いただければ日時の調整をいたします。

Q 8 　入試日時はいつになりますか？

その他、ご質問がある方は下記へお気軽にお問い合わせください。
た しつもん かた か き き がる と あ

お電話の方は 03-3719-0811
メールの方は 

ようせい かせいゆう

声優養成科     info-tma@tmaa.ac.jp　　　　　　 

こくさい かがっ

国際コミュニケーション学科 tsa-kokusai@tmaa.ac.jp

ねんれい

にゅうし にち じ

せいげん

もうしこ にゅうがくし けん なん い ど あ

がく

か

よ

のう がっこう しょう りょうしょうかい おこなか

ていけい

まいつき かいてい ど おこな がっ こう ふん い き しょく しょういん かい

でんよかけんかたゆうじん

じつさい

ちょくせつ と あ

じゅ らん じ き おこなぎょう

もうしこ

がく のう やく せい わ

がく き ぼう かた かいしょうせいりょう

た じゅ じ かん ひ ようとうぎょう ぎょうぼうせっしゅだい かくしゅけんていじゅけんりょう

き べっ と ひ よう ば あい

ひ きょう しゅうざい けん ひ ふく にゅう ちょうしゅうがく ご

でん わ

とうこう

れんらく にち じ

がん あと ずい ゆうそう あんない つ ごう わる ば あいじしゅつ

せいちょう

だい かたがくにゅうだい

あんしん

にゅうがく し けん ごう かく ごうふ かく はん てい ごう ひ けっ てい ご せい しん さど

とくたいせい せいど

なら

さん　 か
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ご不明点は入試係までお問い合わせください。

＜連 絡 先＞ 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-5
 TEL 03-3719-0811　FAX 03-3719-0815

＜受付時間＞ 平日9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

＜U R L＞ https://tmaa.ac.jp＜E -ma i l＞ tsa-kokusai@tmaa.ac.jp

ふめいてん　 　　にゅうしがかり　                    　　と　  　　あ


