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バス停「古町」
下車

バスターミナル

信濃川 萬代橋

新潟駅

★
■試験会場／SHOW！国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校
 新潟県新潟市中央区古町通7番町935番
 NSG-スクエア内

※JR新潟駅万代口バスターミナルより
「古町」を経由するバス乗車約7分。 
   バス停「古町」下車徒歩2分。

■試験時間／事前に「受験票」で通知します。
■願書を直接持参される方は「入学相談室」までお越し下さい。

試験会場

2分
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音 響 ・ 照 明 科
サウンドクリエイター科
英語エンタテイメント科
研 究 科
（専門学校・短大・大学卒業者のみ対象）

0120-086-349

NSGカレッジリーグ（姉妹校）

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校
〒951-8063　新潟市中央区古町通7番町935番 NSG-スクエア内

入学相談室

BM国際ビューティモード専門学校
〒950-0086
新潟市中央区花園1-1-12
TEL 025（240）8338

WaN国際ペットワールド専門学校
〒950-0911
新潟市中央区笹口2-13-4
　　0800（111）0075

ASCアップルスポーツカレッジ
〒950-0932
新潟市中央区長潟2-2-8
　　0120（466）771

CUPS  JAPANサッカーカレッジ
〒957-0103　　　 新潟県
北蒲原郡聖籠町網代浜925-1
　　0120（731）211

JWSC全日本ウィンタースポーツ専門学校
〒949-2219
新潟県妙高市原通76
　　0120（707）630

i-MEDIA国際映像メディア専門学校
〒951-8063
新潟市中央区古町通6-976
　　0120（551）400

SADO伝統文化と環境福祉の専門学校
〒952-1209
新潟県佐渡市千種丙202-1
　　0120（031）080

ABio新潟農業・バイオ専門学校
〒950-0932
新潟市中央区長潟2-1-4
　　0120（952）794

GIA専門学校新潟国際自動車大学校
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山5-2-10
　　0120（593）173

wish国際ホテル・ブライダル専門学校
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山6-3-5
　　0120（720）290

i-nac国際自然環境アウトドア専門学校
〒949-2219
新潟県妙高市原通70
　　0120（537）010

Food国際調理製菓専門学校
〒951-8063
新潟市中央区古町通6-953-1
　　0120（210）673

AIR国際外語・観光・エアライン専門学校
〒951-8063 新潟市中央区
古町通7-935NSGスクエア内
　　0120（935）771

WM国際こども・福祉カレッジ
〒951-8063　新潟市中央区
古町通7-935 NSGスクエア内
　　0120（250）912

ICM国際メディカル専門学校
〒950-0914
新潟市中央区紫竹山6-4-12
　　0120（287）431

NITF国際トータルファッション専門学校
〒951-8063 新潟市中央区
古町通7-935NSGスクエア内
　　0120（945）576

NJC長岡公務員・情報ビジネス専門学校
〒940-0047
新潟県長岡市弓町1-8-37
　　0120（351）055

NCAD新潟デザイン専門学校
〒950-0916
新潟市中央区米山3-1-54
　　0120（875）310

NABI新潟会計ビジネス専門学校
〒950-0086
新潟市中央区花園1-1-12
　　0120（941）710

NCOOL新潟公務員法律専門学校
〒950-0901
新潟市中央区弁天2-4-21
　　0120（486）709

NBC新潟ビジネス専門学校
〒950-0088
新潟市中央区万代1-2-22
　　0120（981）082

NCC新潟コンピュータ専門学校
〒950-0916
新潟市中央区米山3-1-53
　　0120（870）707

NIT新潟工科専門学校
〒950-0932
新潟市中央区長潟2-1-4
　　0120（180）068

JAM日本アニメ・マンガ専門学校
〒951-8063
新潟市中央区古町通5-602-1
　　0120（964）308

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校の個人情報の取り扱いについて
●個人情報の利用目的
　皆様からご提供いただいた個人情報は、入学試験のため、もしくは出身高校等への入学試験結果報告のために利
用させていただきます。

　また、入学決定者の情報は学生管理の情報として利用します。
●個人情報の第三者への提供 
　国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校（以下、当校という。）は、ご提供いただいた個人情報を、以下の場合を
除き、ご本人の承諾なしに第三者（業務委託先を除く）に開示いたしません。

　　◇学生寮及びアパートの入居を希望する場合の寮・アパート管理会社への一切の連絡
　　◇特待生制度を希望する場合の特待生基金への一切の連絡
　　◇NSGカレッジリーグ ※注１ 奨学金を希望する場合の奨学生基金への一切の連絡
　　◇各種教育ローンを希望する場合の提携金融機関への一切の連絡
●個人情報の委託 
　当校は、外部の企業に、個人情報のデータ処理を委託することがあります。 
●個人情報の共同利用 
　当校は、下記の法人間において個人情報のデータを共同利用することがあります。  
　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　共同利用の範囲 ＮＳＧカレッジリーグ　※注１
　（学校法人新潟総合学院、学校法人国際総合学園） 
　共同利用する情報の種類　氏名、住所、電話番号、性別、高等学校名、学年、当校の資料請求履歴 
　情報管理の責任者　当校の下記お問い合わせ窓口
　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
●個人情報提供の任意性
　当校は、入学願書等の入学試験に必要な書類をいただくにあたり、個人を識別するため、氏名、住所、電話番号、
高等学校名、学年などをお聞きします。また個人の属性に関する情報（年齢など）をお聞きする場合があります。原
則該当する項目への記入をお願いいたします。

　特定の必要項目に記入いただかないと入学試験を受験できない場合がありますのでご注意願います。 
●個人情報の正確性 
　当校は、ご提供いただいた個人情報を正確にデータ処理するように努めます。 
●個人情報の開示・訂正・削除 

　個人情報は、原則として本人に限り、開示・訂正・削除を求めることができます。具体的な方法については、記載され
ている連絡先にお問合せください。

●本人確認について 
　当校では、個人情報の開示・訂正・削除の求めに応じる場合など、個人を識別できる情報（氏名、住所、電話番号、
生年月日、メールアドレスなど）により、本人であることを確認します。本人以外が個人を識別できる情報を入手し使
用した場合、当校は責任を負いません。 

●個人情報管理責任者 
　ご入力いただいた個人情報は、当校個人情報保護管理者が責任を持って管理いたします。
●問い合わせ先
　当校の個人情報管理に関する質問は、下記の個人情報管理担当者へご連絡ください。
　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校　TEL 0120-086-349
　〔10:00～12:00、13:00～17:00（土日祝日、当校休業日は除く）〕  
　̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

〒951-8063　新潟県新潟市中央区古町通7番町935番 NSG-スクエア内
［TEL］ 025-225-1661 ［FAX］ 025-225-1163
［E-mail］ show＠nsg.gr.jp ［URL］ http://show-net.jp/

オー！ ハロー ミュージック

0120-086-349

新潟県知事認可 専修学校

学 生募集要項 2019

●募集学科

●目次

Ｎ-ｈｅａｒｔ長岡こども・医療・介護専門学校
〒940-0047
新潟県長岡市弓町1-8-34
　　 0800（000）1600

JJC上越公務員・情報ビジネス専門学校
〒943-0824
新潟県上越市北城町3-4-1
　　 0800（170）4511

※注１ ＮＳＧカレッジリーグ（27校）
　【学校法人新潟総合学院】
　新潟ビジネス専門学校、新潟公務員法律専門学校、新潟法律大学校（2019年4月開校予定）、新潟会計ビジネス
専門学校、新潟コンピュータ専門学校、新潟デザイン専門学校、長岡公務員・情報ビジネス専門学校、長岡こども・
医療・介護専門学校、上越公務員・情報ビジネス専門学校、全日本ウィンタースポーツ専門学校、国際自然環境ア
ウトドア専門学校、日本アニメ・マンガ専門学校、国際ビューティモード専門学校、伝統文化と環境福祉の専門学校

　【学校法人国際総合学園】
　国際トータルファッション専門学校、国際こども・福祉カレッジ、新潟工科専門学校、専門学校新潟国際自動車大学
校、国際メディカル専門学校、アップルスポーツカレッジ、2018年4月より右記校名に変更 国際音楽・ダンス・エンタテ
イメント専門学校、国際ペットワールド専門学校、ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ、国際外語・観光・エアライン専門学校、国
際ホテル・ブライダル専門学校、国際調理製菓専門学校、国際映像メディア専門学校、新潟農業・バイオ専門学校



学科名 年　限 定　員 コース

2年 20名ヴ ォ ー カ ル 科

2年 15名ミ ュ ー ジ シ ャ ン 科

2年 25名音 響 ・ 照 明 科

2年 20名ダ ン ス 科

2年 20名K-POPエンタテイメント科

2年 30名音 楽 ビ ジ ネ ス 科

バンドミュージシャンコース　　ミュージシャン&作曲コース

ヴォーカル＆ダンスコース
ヴォーカル＆楽器コース

ヴォーカル＆作詞作曲コース
ヴォーカル＆演歌歌謡曲コース

コンサート・ライヴスタッフコース
アーティストマネージャーコース

PA音響エンジニアコース　　
照明エンジニアコース

2年 15名

1年 10名

サウンドクリエイター科

研 究 科

レコーディングコース　　
作曲・編曲コース

就職・資格取得コース
インストラクターコース

デビュー・プロ活動コース

K-POPダンス＆ヴォーカルコース
K-POPビジネスコース

プロダンサーコース
ダンスインストラクターコース

ラジオ・映像クリエイターコース

2年 20名英語エンタテイメント科 英語＆ダンスコース
英語＆ヴォーカルコース

英語＆ミュージシャンコース
英語＆音楽ビジネスコース

※各学科とも定員になり次第、募集を締め切ります。

募集学科・定員

（専門学校・短大・大学卒業者のみ対象）

※両コース、ギター専攻、ベース専攻、ドラムス専攻、ピアノ・キーボード専攻あり

入学試験

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校（新潟市中央区古町通7番町935番  NSG-スクエア内）

受験票に記載または電話にて連絡します。

「受験票」を持参してください。実技試験の受験者は動きやすい服装や靴で、また楽器等必要の場合は
持参ください。

入学選考試験後10日以内に、出願者本人へ直接郵便にて発送します。
（電話などでのお問い合わせには、お答えしておりません。）

試験会場

選考方法

持ち物

合格発表

試験日・試験時間

入学試験日

AO一般入試
AO特待生入試

特待生入試1期

特待生入試2期

一般入試

10/6（土）

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○ ○ ○ ○

2018年

10/27（土）11/17（土）12/22（土）1/26（土）
2019年

2/23（土） 3/16（土） 3/30（土）

10/4（木）
2018年

10/25（木） 11/15（木） 12/20（木） 1/24（木）
2019年

2/21（木） 3/14（木） 3/28（木）

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回

入学選考日程

願書受付締切日
（本校必着）

1.書類選考
2.実技試験 ： 音楽・ダンスなどエンタテイメント分野における技術での審査（30分程度）
3.面接試験 ： 本校への志望の動機・目的意識・就学意欲を面接にて審査（個別面接）

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校の求める人物像（アドミッションポリシー）
音楽・ダンス・エンタテイメントに興味があり、将来業界で活躍したい強い熱意がある人。

国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校では、音楽・ダンス・エンタテイメントに興味のある方に、
自己アピールしやすいAO（アドミッション・オフィス）入試を実施しています。
本校の求める人物像（アドミッションポリシー）に基づき、面談により、皆さんの意欲を総合的に評価する入試制度です。

例年、本校入学者の9割以上の方がこの入試制度で入学しています。

入学試験制度
1.AO入試（専願）

●AOエントリーについて

●出願について

エントリー条件

エントリー資格

エントリー期間

AO面談日

内　容

特　典

提出書類

①高等学校卒業者及び、高等学校2019年3月卒業見込の方
②高等学校卒業程度認定試験合格者
③上記以外で入学時までに満18歳に達する者で、本校の入学資格審査に合格された方  

本校のアドミッションポリシーを良く理解し、志望学科のオープンキャンパスに参加して学科内容を確認された方

エントリー方法 募集要項添付「AOエントリーシート」に必要事項を記入し、同封の専用封筒に入れ、郵送またはご持参ください。

AO面談認定証 本校のアドミッションポリシーに合致すると認められた方には、面談後10日以内に「AO面談認定証」を郵送いたします。

面談（20分程度）

①定員枠を優先的に確保　②入学選考料（2万円）免除　③AO特待生入試受験資格付与

AOエントリーシート

2018年6月1日（金）～9月29日（土）

6/2（土）・6/9（土）・6/16（土）・6/23（土）・6/30（土）・7/7（土）・7/21（土）・7/28（土）
8/4（土）・8/18（土）・8/25（土）・9/1（土）・9/15（土）・9/29（土）

※面談希望日の2日前までに提出してください。

AO一般入試（専願）1

AO面談認定証を受け取られた方は
■AO一般入試（専願）、■AO特待生入試（専願）のいずれかを選択し出願してください。1 2

●AO入試とは

AO面談認定を受けた方

書類審査

入学選考料免除（2万円）実技試験・面接試験 免除

入学願書・個人票・受験票・高等学校調査書・AO面談認定証 ※既卒者の場合、卒業証明書

出願資格

出願期間

選考方法

特典

提出書類

2018年9月15日（土）～10月25日（木）

1 2



3 4

2.特待生入試（専願）/3.一般入試（専願・併願）

4.その他の特待生制度

出願先・出願方法
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校  入学相談室
〒951-8063  新潟市中央区古町通7番町935番地  NSG-スクエア内
　　0120-086-349（フリーコール  オー！  ハロー  ミュージック）

郵送または、持参。
郵送の場合は、出願書類を書留にて郵送してください。
直接持参する場合、出願提出書類をご持参ください。
9：00～17：30
※月曜日・日曜日・祝日及び2018年12月23日（日）～2019年1月7日（月）はお休みさせていただきます。

出願先

出願方法

受付時間

AO面談認定を受けた方

書類選考および学科別選考科目は以下の通り

出願資格

出願期間

選考方法

区  分

出願条件

出願条件

選考方法

出願期間

特　典

提出書類

一般入試 （専願・併願）特待生入試 （専願）
①高等学校卒業者及び、高等学校2019年3月卒業見込の方
②高等学校卒業程度認定試験合格者
③上記以外で入学時までに満18歳に達する者で、本校の入学資格審査
　に合格された方

①高等学校卒業者及び、高等学校2019年3月卒業見込の方
②高等学校卒業程度認定試験合格者
③上記以外で入学時までに満18歳に達する者で、本校の入学資格審査
　に合格された方

入学願書

個人票

受験票

高等学校調査書

※既卒者の場合、卒業証明書

入学願書

個人票

受験票

高等学校調査書

※既卒者の場合、卒業証明書

入学選考料2万円

【1期】 2018年10月26日（金）～2018年12月20日（木）
【2期】 2018年12月21日（金）～2019年1月24日（木）
※特待生に該当しない場合は、一般入試合格となります。

2018年9月15日（土）～2019年3月28日（木）

以下のいずれか条件を満たす方（既卒者は条件なし）
①高校評定平均値が3.2以上の方、もしくは1教科の平均値が4.0以上の方
②欠席日数の合計が10日以内の方

本校を第一志望とされる方

書類審査・面接試験書類審査および、学科別選考科目はP3の通り

なし■D級　入学金7万円＋入学手続金の一部10万円

※入学選考料2万円は事前のお振込みになります。
　振込依頼書はP20にあります。

※特待生に該当しない場合は、一般入試合格となります。

※入学選考料2万円は事前のお振込みになります。
　振込依頼書はP20にあります。

入学選考料2万円 併願の方は、併願登録料
4万円も合わせて振込み。

申込資格

選考方法

免除特典

定　　員

●新潟県外出身者。
●進学にあたり一人暮らしを始める方。

●書類選考

15名

■学費の一部12万円免除

■一人暮らし支援制度
●新潟県外出身の方で、本校進学にあたりひとり暮らしを始める方の
　サポート制度です。

●実技試験における課題曲は5月19日（土）以降、オープンキャンパスにて配布。
●各科とも自由曲は4分以内でCD音源持参のこと。極端に短い楽曲は避ける方が望ましい。
●実技試験のあとにいくつかの質問に答えていただく時間を設けます。

※進級時学費より免除させていただきます。

※定員に達し次第終了

申込資格

選考方法

免除特典

定　　員

●学業に専念し、他の学生の模範となる方。
●欠課12時間以内であること。

●面接
●作文（将来の夢について）

若干名

■C級　25万円

■進級時特待生制度
●本校の進級年次生を対象とした特待生制度であり、在学中、学業に励み、
　特待生と認定した学生には学費の一部を免除する制度です。

※特待生に該当しない場合はAO一般入試合格となります。

ヴォーカル科

ミュージシャン科

ダンス科

学科 コース 試験科目 試験課題

K-POPエンタテイメント科

サウンドクリエイター科

英語エンタテイメント科

音楽ビジネス科

音響・照明科

AO特待生入試（専願）

2018年9月15日（土）～10月25日（木）

特典

提出書類

指定の課題曲1曲
＋

自由曲1曲
を歌唱

を演奏
指定の課題曲1曲

＋
自由曲1曲

指定の課題曲1曲
＋

自由曲1曲
を歌唱

を演奏
指定の課題曲1曲

＋
自由曲1曲

をパフォーマンス
指定の課題曲1曲

＋
自由曲1曲

をパフォーマンス
指定の課題曲1曲

＋
自由曲1曲

K-POP歌（課題曲1曲）を歌唱
＋

K-POPダンス（自由曲1曲）を
パフォーマンス

オリジナル作品提出（任意）

全コース

全コース

全コース

実技試験

実技試験

実技試験

実技試験

実技試験

実技試験

実技試験

面接試験

面接試験

面接試験

面接試験

面接試験

面接試験

英語＆ダンスコース

英語＆ヴォーカルコース

英語＆ミュージシャンコース

K-POPダンス＆ヴォーカルコース

K-POPビジネスコース

全コース

全コース

レコーディングコース

作曲・編曲コース

ー

ー

ー

ー

ー英語＆音楽ビジネスコース

2

■S級　入学金7万円＋2年間学費全額免除（245万円または217万円）
■A級　入学金7万円＋1年次学費全額免除（126万円または112万円）
■B級　入学金7万円＋入学手続金の一部50万円免除
■C級　入学金7万円＋入学手続金の一部25万円免除
■D級　入学金7万円＋入学手続金の一部10万円免除

AO一般入試同様

●入学選考料免除（2万円）
●特待生合格の場合、以下の合格等級のいずれかに該当

■A級　119万円または105万円
■B級　50万円
■D級　10万円
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■スタッフ系学科（K-POPエンタテイメント科（K-POPビジネスコース）/音楽ビジネス科/音響・照明科/
　サウンドクリエイター科/英語エンタテイメント科（英語＆ビジネスコース））ノートパソコンご準備についてのお願い
本校では、今日の必須能力であるパーソナルコンピュータ利用技術を始めとした、情報リテラシー教育（情報技術教育）を積極的に推進しております。
K-POPエンタテイメント科（K-POPビジネスコース）、音楽ビジネス科、音響・照明科、サウンドクリエイター科、英語エンタテイメント科（英語＆音楽ビジネスコース）は、
入学後日常的にノートパソコンを所持、活用していただいております。
入学前にノートパソコンを安価で斡旋させていただく予定でございます。詳細は、その時点でご案内申し上げますが、2018年度の実績は次の通りです。
尚、すでにお持ちの方は入学相談室へお問い合わせください。

学費納入スケジュール

入学前

1年次

2年次

70,000円

785,000円（アーティスト系学科）

700,000円（スタッフ系学科）

年間約330,000～380,000円

405,000円（アーティスト系学科）

350,000円（スタッフ系学科）

1,190,000円（アーティスト系学科）

1,050,000円（スタッフ系学科）

年間約330,000～380,000円

合格通知後1週間以内

入学許可書到着後1ヶ月以内

2019年6月初旬予定

2019年8月初旬予定

2020年3月初旬予定

2020年5月初旬予定

入学金納入確認後、入学許可証を発行

1年次前期授業料・年間設備費・1年次前期維持費

年間の教科書・教材・検定・実習、行事費等

1年次後期授業料・1年次後期維持費

2年次年間授業料・設備費･維持費

年間の教科書・教材・検定・実習、行事費等

項　目 金　額納入時期 内　容

必要なパソコン（機能・性能） 2018年度実績価格コース学　科 支払方法

入学金

諸費用

後期納入学費

２年次年間学費

諸費用

1年次前期納入学費
（入学手続時納入金）

※　海外研修についてはアジア方面（約100,000円）は、1年次9月に一括納入。アメリカ・ヨーロッパ方面は、9月、10月に2分割にて納入いただきます。（2019年度実績）

B

A

C

G

E

F

D

英語エンタテイメント科 英語＆音楽ビジネスコース
K-POPエンタテイメント科 K-POPビジネスコース

音響エンジニアコース 13～15インチ　ノート型
windows10

129,373円

140,184円
一括払い又は分割払い（クレジット）

162,292円

15インチ　ノート型
windows10

インテルCore i7　2.6GHz以上
NVIDIA GeForce GTX 950M

(ビデオメモリ2GB)
ハードディスク 450GB以上

MacBook Pro 13～15インチ
2.7GHz プロセッサ以上
128GB ストレージ以上
（USキーボード推奨）

照明エンジニアコース
コンサートライヴスタッフコース
アーティストマネージャーコース

ラジオ・映像クリエイターコース

レコーディングコース

作曲・編曲コース

音響・照明科

音楽ビジネス科

サウンドクリエイター科

学費・諸経費一覧
納入金

授業料（半年）

330,000円 785,000円75,000円

維持費（半年） 　前期学費計 　後期納入学費計

330,000円

授業料（半年）

75,000円

維持費（半年）

405,000円

1年次年間学費合計
学　科　名

音楽ビジネス科
音響・照明科
K-POPエンタテイメント科

サウンドクリエイター科
英語エンタテイメント科

研究科

ヴォーカル科
ミュージシャン科
ダンス科
K-POPエンタテイメント科

英語エンタテイメント科

※手続金（授業料・設備費・維持費）を納入後、本校を入学辞退する場合には、納入された手続金を返却いたします。
　詳細につきましては本校事務局へご相談ください。なお、入学後につきましては理由のいかんを問わず一旦納入された学費の返還はできませんのでご了承ください。
※2年次の学費は経済状況に激変が無い限り、入学時の学費が原則的に適用されます。

※研究科は1年次諸経費のみです。 ※海外保険、パスポート申請費用など別途かかります。

①1年次　入学金・学費（授業料・設備費・維持費）

1,260,000円

1年次後期学費

設備費（年間）

380,000円

280,000円 700,000円70,000円 280,000円 70,000円 350,000円 1,120,000円350,000円

330,000円 785,000円75,000円 330,000円 75,000円 405,000円 1,260,000円380,000円

1年次前期学費（入学手続時納入金）

（学費・諸経費として①＋②＋③＋④を納入いただきます）

　入学金 ＋　＋

70,000円

70,000円

●K-POPダンス＆ヴォーカルコース

●英語＆ダンスコース
●英語＆ヴォーカルコース
●英語＆ミュージシャンース

ヴォーカル科
ミュージシャン科
ダンス科
K-POPエンタテイメント科

英語エンタテイメント科

●K-POPダンス＆ヴォーカルコース

●英語＆ダンスコース
●英語＆ヴォーカルコース
●英語＆ミュージシャンース

●K-POPビジネスコース

●英語＆ビジネスコース

音楽ビジネス科
音響・照明科
K-POPエンタテイメント科

サウンドクリエイター科
英語エンタテイメント科

●K-POPビジネスコース

●英語＆ビジネスコース

660,000円

年間授業料

150,000円

学　科　名

②2年次　学費

2,450,000円

　2年次年間学費合計 2年間合計

380,000円

560,000円 140,000円 2,170,000円

1,190,000円

1,050,000円350,000円

年間納入学費

年間設備費 年間維持費

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
系

ス
タ
ッ
フ
系

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
系

ス
タ
ッ
フ
系

330,000円

～

380,000円

学　科　名

ヴォーカル科
ミュージシャン科
ダンス科
K-POPエンタテイメント科
音楽ビジネス科
音響・照明科
サウンドクリエイター科
英語エンタテイメント科
研究科

③諸費用について ※平成29年度実績
●年間約330,000円～380,000円が必要となります。
　登録口座より1年次は6月、2年次は5月に自動引落しさせていただきます。
●教科書、教材費、実習費、行事費、インターネット教育費、
　学生保険などが含まれます。
※過不足につきましては、年度末に精算いたします。

④海外研修費用
●授業の一環として1年次に実施を予定しており、海外研修費用
は別途必要となります。
●費用は訪問国によって異なります。
アジア方面 約100,000円、アメリカ・ヨーロッパ方面
約350,000円を予定しております。

　1年次諸経費　 2年次諸経費

A

B
BA C

C

D

E F

約100,000円 約355,000円

学　科　名

アジア方面 アメリカ・ヨーロッパ方面

　海外研修費（1年次）G

ヴォーカル科
ミュージシャン科
ダンス科
K-POPエンタテイメント科
音楽ビジネス科
音響・照明科
サウンドクリエイター科
英語エンタテイメント科
研究科
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※2.NSGカレッジリーグ無利子奨学金制度との併用は
　できません。

この制度は母子・父子家庭の事情等により入学時手続金の準備が困難と思われる学生に対し、奨学金を貸与し、卒業後、長期の返済により就学の
便をはかるものです。

入学時手続金（1年次前期授業料・維持費、1年次年間設備費）を貸与。（学費請求時に奨学金を充当させていただきます。）

入学時の4月1日において満20歳以下（婚姻しているものを除く）であって、NSGカレッジリーグの専門学校に入学する方で、家計の事情により
入学手続金を準備することが困難な方。奨学生としての態度・行動を忘れずに学業に励む方。

下記の書類①、②、③を出願書類と一緒に提出してください。
①NSGカレッジリーグ母子･父子家庭奨学生申込書（学校で配付しています。お問い合わせください。）②所得証明書（市町村役場で発行のもの。源泉徴収
票は不可。）※所得の有無に関わらず、生計を一にする家族全員分を提出してください（就労者は不要）。③親権者と本人の記載がある戸籍謄本

3.NSGカレッジリーグ母子家庭・父子家庭奨学金制度

入学試験の書類審査、面接および奨学金の申込書、所得状況により審査します。

審査の結果奨学金の貸与が必要と判定された方全員

無利子

卒業後5年以内　毎月均等返済（口座振替）返 済 期 間

金 利

貸 与 金 額
定 員
選 考 方 法

申込方法・書類

申 込 資 格

趣 旨

金 利
融 資 額

申 込 資 格

オリエントコーポレーション（オリコ） セディナ ジャックス

5.NSGカレッジリーグ提携教育ローン

10万円以上最高500万円 5万円以上最高500万円 20万円以上最高500万円

年3.5%（固定）　H30年2月10日現在

元本据置期間含め
最長120回（10年）

元本据置期間と別に
120回（最長168回）

元本据置期間含め
最長120回（10年）

融 資 額
金 利

返 済 期 間

保 証 人

申 込 方 法

問い合わせ先

原則不要

(株)オリコ 学費サポートデスク
tel.0120-517-325

(株)セディナ
tel.0120-296-967

(株)ジャックス コンシュマーデスク
tel.0120-338-817

①学校のHPからオリコ学費サポートプランのページ
　をご参照ください。

①学校のHPからセディナ学費ローンのページ
　をご参照ください。

①NSGカレッジリーグのHPからJACCS提携教育ローンを選択し、申込届
　　出書をダウンロードしてください。記入したものを学校へご提出ください。

②㈱オリコ 学費サポートデスク
　0120-517-325へお申込みください。

②㈱セディナ新潟支店
　0120-296-967へお申込みください。

②㈱ジャックス コンシュマーデスク
　0120-338-817へお申込みください。

在学中据置期間2年間　　2,916円 在学中据置期間2年間　　2,916円 在学中据置期間2年間　　2,916円
卒業後61回の場合18,000円（最終回のみ12,559円） 5年（60回払い）の場合18,191円（最終回のみ18,208円） 5年（60回払い）の場合18,191円（最終回のみ18,204円）

※（オリコ・セディナ・ジャックス）利用限度額内なら在学中に何回でも利用できます。

返 済 例
（融資額100万円の場合）

融資について：各クレジット会社へお問い合わせください。　申込み方法について：本校入学相談室へお問い合わせください。

4.国の教育ローン（日本政策金融公庫）低金利の国の教育ローン。新入生の多くが利用しています。

※3.NSGカレッジリーグ母子家庭・父子家庭奨学金制度との併用はできません。

日本政策金融公庫は、全額政府出資の政府系金融機関です。公的な融資制度として安心して利用でき、低金利で手続きが簡単です。

この制度は、本校を受験する本人の家族、親戚が本校もしくは
NSGカレッジリーグの各校を卒業したか、または在学中である場合、
その受験する本人に対して特典を与える制度です。なお、入学願書受
理後のお申し出については対応しかねますので、ご注意ください。

または または または

※詳しくは「学費サポートプラン」をご覧頂くか、本校事務局までお問い合わせください。

NSGカレッジリーグ災害奨学制度・NSGカレッジリーグ学費奨学融資・新潟県奨学金制度・各市町村奨学金制度
6.その他サポート制度

7.紹介入学制度

学費に関する
お問い合わせ先

NSGカレッジリーグ27校の学費相談窓口

NSGカレッジリーグ 学費サポートセンター

NSGカレッジリーグ　SR制度 （Student Recruit）

通常の出願書類一式の他に、本人・家族が卒業もしくは在籍する学校から発行される 紹介書 を
提出してください。その際、入学選考料（2万円）は必要ありません。（免除になります）
※詳しくは入学相談室までお問い合せください。

提出書類

※NSGカレッジリーグ（姉妹校）については巻末の一覧をご覧ください。特　　典

対 象

免 除 額

本人・家族がNSGカレッジリーグのいずれかの
学校を卒業されている方

入学選考料（20,000円）と
入学金全額（70,000円）給付（免除）

本人・家族がNSGカレッジリーグのいずれかの
学校に2018年4月時点で在学されている方

兄弟姉妹（双子含む）が同時にNSG
カレッジリーグのいずれかの学校に入学される方

入学選考料（20,000円）と
入学金半額（35,000円）給付（免除）
更に、1年次前期授業料半額

(学科によって異なります)給付(免除)

入学選考料（20,000円）と
入学金全額（70,000円）給付（免除）
更に、同時在籍となる場合は1年次前期授業料半額
(学科によって異なります)給付(免除)

貸 与 額

選 考 方 法
返 還 期 間
返還免除制度

申 込 方 法
必 要 事 項

申 込 資 格

利 子

定 員

高等学校新卒者
年額300,000円（無利子）
入学年次は8月末に一括貸与／進級時は3月末に一括貸与　（学費請求時に奨学金を充当させていただきます。）
NSGカレッジリーグで200名

無利子
NSGカレッジリーグで50名

年額420,000円（無利子）
高等学校新卒者以外

上記の必要事項を入学願書に必ず同封してください。

在学中の態度、行動が特に優秀と認められた場合、卒業後の奨学金の返済を全額または半額免除する制度です。（若干名）
卒業後5年以内毎月均等返済（口座振替）

提出書類の審査と奨学金面接

高等学校新規卒業者 左記以外の方。
①NSGカレッジリーグ無利子奨学制度申込書（募集要項綴じ込み）
②所得証明書（市町村役場で発行のもの。源泉徴収票は不可）
※所得の有無に関わらず、本人を含む同居者全員分を提出してください。（就学者は不要。）

家計の事情により就学が困難と思われる学生に対し奨学金を貸与し、卒業後5年以内の返還期間を設けることで、就学の便をはかる
ものです。

2.NSGカレッジリーグ無利子奨学制度

父母および生計を一にしている家族

制度趣旨

0800-170-1010
gakuhi@nsg.gr.jp

NSGカレッジリーグ学費分割納入制度
日本学生支援機構の奨学金を採用することを前提として学費（授業料、教材費、海外研修費）を毎月の分割納入とする制度です。

この制度は、学校が設定した授業料や教材費の金額で利用前に毎月の引落しをシミュレーションすることをおすすめします。
※日本学生支援機構のお申込み前に、学費サポートセンターまでお問い合わせください。

日本学生支援機構は、優れた生徒で経済的に就学が困難な人に奨学金を貸与することにより、社会に期待される人材の育成をすす
めるとともに、教育の機会均等を図ることを目的とする独立行政法人です。貸与された奨学金は卒業後返還することになります。

本校に入学決定された方、または在校生。

日本学生支援機構では、高校3年生を対象に奨学金の予約制度を実施しています。（4月～5月）
詳しくは高校または日本学生支援機構にお問い合わせください。

制 度 趣 旨

4月

SHOW！ 入学

4月下旬
奨学生募集
説明会実施

5月
奨学生基金
申込受付

7月中旬
日本学生支援機構
にて選考・通知

貸与開始
（毎月1回、11日）

7月下旬から

1.日本学生支援機構奨学金制度

学費サポートについて

※年3％が上限です。

貸与金額 貸与期間 貸与総額 返還年数(回) 月賦金額
30,000円
50,000円
80,000円
100,000円
120,000円

24ヵ月
24ヵ月
24ヵ月
24ヵ月
24ヵ月

720,000円
1,200,000円
1,920,000円
2,400,000円
2,880,000円

9年(108回)
12年（144回）
13年（156回）
15年（180回）
16年（192回）

7,713円
10,055円
15,059円
16,769円
19,125円

※貸与期間が1年生4月～2年生3月の場合

■第二種奨学金［有利子］返還例（年利率3.0％の場合）
貸与月額 貸与総額 返還回数 返還月額

自宅・自宅外共通
自 宅 通 学
自宅外通学

返
済
例

30,000円
53,000円
60,000円

720,000円
1,272,000円
1,440,000円

108回（9年）
144回（12年）
156回（13年）

6,666円
8,833円
9,230円

※貸与期間が1年生4月～2年生3月の場合

■第一種奨学金［無利子］返還例

出願貸与開始まで

予約採用について

出 願 資 格

※貸与開始は入学後となります。

第一種
奨学金

第二種
奨学金

無利子

有利子

日本学生支援機構　
奨学金返還相談センター
TEL.0570-666-301
ホームページ　
http://www.jasso.go.jp/

自宅通学：2万円、3万円、4万円、5万3千円
自宅外通学：2万円、3万円、4万円、5万円、6万円
から、各々の状況に応じて選択　　　　　　　　

次の中から選択でき、貸与中に金額変更が可能です。
2万円～12万円（1万円単位）から選択

入学後4月
※高校在学中
　の予約制度
　あり

貸与終了後
6ヵ月後、
10年程度

貸与月額 金利 返済期間 申込期間 お問い合わせ

●本校に入学・在学される方の保護者で、次表の年収（所得）以内の方。

学生お1人につき350万円以内 。

年1.76％（固定）平成30年2月10日現在

返 済 期 間 15年以内（元金返済据置期間を含みます）

据 置 期 間 在学期間以内　据置期間中は利息のみのお支払いにすることができます。

❶元金と利息を合わせた毎月の返済額が一定

※兄弟・姉妹の時に利用していて現在返済中であっても可。

ボーナス月（年2回）の増額返済も可能です。（最大融資額の1/2まで）

※金利が変わる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※母子・父子家庭または交通遺児家庭の方、または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方については18年以内。

●世帯の年間収入が990万円（所得770万円）以内であって、
　次の特例要件のいずれかに該当する方。世帯の年度収入（所得）には、世帯主のほか、配偶者等の収入（所得）も含まれます。

子供の人数（注1） （注1）
「子供の人数」とは、お申込いただく方が
扶養しているお子さまの人数のこと。
年齢、就学の有無を問いません。

（例）お借入金額が100万円、
ご返済期間が10年間の場合

［特例要件］※詳しくは下記NSGカレッジリーグ 学費サポートセンターへお問い合わせください。
1人
2人
3人

790万円
890万円
990万円

590万円
680万円
770万円

給与所得者 事業所得者
（1）勤続（営業）年数が3年未満　（2）居住年数が1年未満　（3）返済負担率（借り入れ申込人の「今後1年
間の借入金返済額÷年収（所得）」）が30％超　（4）借入申込人またはその配偶者が単身赴任　（5）ご親族
などに要介護（要支援）認定を受けている方がおり、その介護に関する費用負担　（6）世帯のいずれかの方
が自宅外通学（予定）者　（7）今回のご融資が海外留学資金　（8）災害により被災された方

毎月のご返済額 総返済額

9,200 円（119回払い） 1,090,600

❷在学期間中は利息のみのお支払いが可能（元金据置）
在学期間中は、元金を据え置いて利息のみのお支払いとすることもできますので、ゆとりを
持ったご返済が可能です。
（例）お借入金額が100万円、
ご返済期間が10年間
（うち利息のみお支払い2年）の場合

卒業・終了後の毎月のご返済額 総返済額

11,200 円（72回払い）

在学期間中の毎月のご返済額

1,500 円（24回払い） 1,090,600
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4月初旬

1人部屋

管理人駐在

食堂・浴室・シャワー室・
ランドリー・テレビ・トイ
レ・洗面化粧室・多目的
ルーム・キッチン

2食付
（定額制 月19，000円（税別））

日曜・祝日の
朝食・夕食はなし

24時

●朝食7時～8時30分
●夕食18時～21時30分
●入浴18時～23時
●シャワー室24時間
　利用可

机・椅子・ベッド・カー
テン・本棚・クローゼッ
ト・エアコン・内線電
話・TV取付可・電話
＆ネット取付可・冷蔵
庫

80,000円
※3

172,000円
（居室電気代、電話、ネット

料金は自己負担）

565,200円
（2分割）

1人部屋

管理人駐在

食堂・浴室・コインラ
ンドリー・冷蔵庫・テ
レビ・トイレ・電話・
洗面洗濯室

2食付※1
（朝・夕注文制）
日曜・祝日の
朝食・夕食はなし

●起床7時 
●朝食7時30分
●夕食18時～20時
●入浴17時～22時

机・椅子・ベッド・ク
ローゼット・ブライン
ド・電話＆ネット取付
可・TV取付可・エア
コン

80,000円

170,000円
（居室電気代は
自己負担）

178,000円 160,000円

340,000円

1人部屋

管理人駐在

食堂・浴室・コインラ
ンドリー・冷蔵庫・テ
レビ・トイレ・電話・
洗面洗濯室

2食付※1
（朝・夕注文制）
日曜・祝日の
朝食・夕食はなし

●起床7時 ●朝食7時30分
●夕食18時～20時
●入浴17時～22時
　外泊は前日までに
　寮管理人に申し出

机・椅子・ベッド・ク
ローゼット・エアコン・
カーテン・TV取付
可・電話＆ネット取付
可

60,000円

178,000円
（居室電気代は
自己負担）

300,000円
（駐車場利用の場合
1台1カ月3,000円
を別途納入）

1人部屋

管理人駐在

食堂・浴室・コインラ
ンドリー・冷蔵庫・テ
レビ・トイレ・電話・
洗面洗濯室・娯楽室

2食付※1
（朝・夕注文制）
日曜・祝日の
朝食・夕食はなし

●起床7時 ●朝食7時30分
●夕食18時～20時
●入浴17時～22時
　外泊は前日までに
　寮管理人に申し出

机・椅子・ベッド・ク
ローゼット・暖房機・
カーテン・エアコン・
電話＆ネット取付可

60,000円

300,000円

1人部屋

管理人駐在

食堂・浴室・コインラ
ンドリー・冷蔵庫・テ
レビ・トイレ・電話・
洗面洗濯室

2食付※1
（朝・夕注文制）
日曜・祝日の
朝食・夕食はなし

●起床7時 
●朝食7時30分
●夕食18時～20時
●入浴17時～22時

机・椅子・ベッド・ク
ローゼット・エアコン・
カーテン・TV取付
可・電話＆ネット取付
可

60,000円

300,000円

1人部屋
（アパート形式）

管理人駐在

オートロック・
エレベーター・
自販機・駐輪場

各戸専用
キッチン有

各戸専用
キッチン有

各戸専用
キッチン有

23時 23時 23時 23時 23時

自己管理

机・椅子・ベッド・カーテン・クローゼッ
ト・バス・トイレ・シャワー・洗面台・
浴室乾燥機・エアコン・洗濯機・冷蔵
庫・ミニキッチン・下駄箱・バルコ
ニー・BSアンテナ・TV取付可・電話
＆ネット取付可

140,000円
（居室内の水道光熱費、電話、
ネット料金は自己負担）

448,000円
（2分割）

1人部屋
（アパート形式）

自己管理

駐輪場

なし

自己管理

机・椅子・ベッド・カーテン・クロー
ゼット・エアコン・洗濯機・冷蔵
庫・ガス台・電話＆ネット取付
可・バス・トイレ・シャワー・ミニ
キッチン・下駄箱・バルコニー
BSアンテナ・TV取付可

100,000円

水道光熱費、
ネット料金
自己負担

水道光熱費、
ネット料金
自己負担

660,000円
（2分割）

1人部屋
（アパート形式）

自己管理

なし

なし

自己管理

机・椅子・ベッド・クロー
ゼット・エアコン・洗濯機・
冷蔵庫・ガス台・カーテ
ン・電話＆ネット取付可・
TV取付可・バス・シャ
ワー・ミニキッチン・トイレ

100,000円

600,000円
（2分割）

施
設
費（
年
間
）

①寮生は「国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校」の学生として入寮選考を経て、所定の手続の上、入寮許可を得た学生に限ります。
　退学・除籍の場合は、退学・除籍と同時に資格を失います。
②寮生は団体生活に十分耐え得る、心身ともに健全なるもので喫煙、飲酒、賭ごと等の習癖のない者に限ります。（寮生は、禁酒、禁煙）

■入寮資格

学生寮へ入寮するためには、次の手続が必要です。
①入学願書と一緒に「学生寮申込書」（P16）に必要事項を記入の上、提出。
②本校の合格通知と入寮手続案内が届き次第、入寮費を入寮費振込用紙にて納入。
③寮費及び施設費は、本校指定期日までに納入。（食費は入寮後、毎月20日に徴収。）
　●納入日　　　1年次前期　9月15日～12月22日までの申込者⇒2月初旬まで
　　　　　　　　　　　　　12月23日～　3月30日までの申込者⇒3月末まで
　　　　　　　　1年次後期　8月初旬まで
　　　　　　　　2年次前期　2月初旬まで
　　　　　　　　2年次後期　8月初旬まで
④4月初旬に「入寮説明会」を開催します。入寮は、指定された日時までに荷物等の搬入をお願いします。
▶寮の契約は2年単位であり、中途退寮は原則として認めません。申込みが完了しても指定日に入金がない場合は、
　他の入寮希望者が入寮しますのでご了承ください。
　入寮に際しての持ち込み品については当方で指導します。（4月初旬の入寮説明会で説明致します。）
※見学を希望される方は、本校までお問い合わせください。
※入寮手続終了後、入寮の取消しはできません。又、一旦受理した入寮費・寮費・施設費は、いかなる理由があろうとも返還しません。

■入寮手続

「入寮要項」

（平成27年度予定）

本校では、自宅からの通学が困難な学生に対し、
アパートの紹介を行っています。
家賃は、6畳1間・キッチン・バス・トイレ付で、
40,000円位からあります。
契約時に敷金・業者手数料・家賃で
4ヶ月分納入するのが標準となっています。

暮らしやすくて物価も安い 新潟 VS 東京新潟 VS 東京新潟 VS 東京新潟 VS 東京 一 目 瞭 然 ！
学生寮の場合 収　入 支　　　　　出 単位：円

仕送り

120,000円

165,000円

部屋代
学生寮（新潟市）
Aさん 長野県出身
学生寮（東京都）
Bさん 新潟県出身

食　費 電気代 ガス代 水道代 電話（携帯）代 通学交通費 雑費 合計

約30,000

約70,000

33,000

50,000

約1,000

3,620

家賃に含まれています

2,690 2,330

14,000

14,670

6,000
（バス定期）
5,000

（JR定期）

約30,000
（洋服・雑貨他）
約15,000

（洋服・雑貨他）

約114,000円

約163,310円

アパートの場合 収　入 支　　　　　出 単位：円

仕送り

135,000円

192,000円

部屋代
アパート（新潟市）
Cさん 千葉県出身
アパート（東京都）
Dさん 新潟県出身

食　費 電気代 ガス代 水道代

1,940

2,530

2,150

2,470

電話（携帯）代 通学交通費 雑費 合計

42,000

78,000

48,720

70,000

1,940

2,530

14,920

14,540

0
（徒歩）
5,500

（JR定期）

20,475
（洋服・雑貨他）
14,450

（洋服・雑貨他）

約132,145円

約190,020円

新潟古町店 〒951-8065  新潟市中央区東堀4番町4510800-100-4282

http://www.living-gallery.com/nsg/

「アパート申込書」を提出いただいた方には、SHOW！に入学確定後、提携不動産会社「リビングギャラリー」より資料をお送りします。
手続状況は下記の通りで、アパート等の契約手続は提携会社と直接行って頂いております。

（P16）

在学中家賃8％OFF
（対象外の物件もございます。）

家賃発生サービス
早くにお部屋を決めても家賃発生を3月または4月からとさせて
いただくサービスです。（但し、対象外の物件もございます。）

住み替えサービス特典特典 特典

入居後、違う部屋に住み替える場合、契約一時金減額
等の住み替えサービスを受ける事が可能です。

NSGカレッジリーグ
ドミトリー駅前

NSGカレッジリーグ
ドミトリー川端町

NSGカレッジリーグ
ドミトリー古町

NSGカレッジリーグ
ドミトリー女池

NSGカレッジリーグ
ドミトリー堀之内

NSGカレッジリーグ
ドミトリー紫竹山

NSGカレッジリーグ
ドミトリー上所

NSGカレッジリーグ
ドミトリー近江

NSGカレッジリーグ
NSGカレッジリーグ

毎月開催のSHOW!オープンキャンパス
にて学生寮の見学ができます。（要予約）

毎月開催のSHOW!オープンキャンパスにて
アパート相談ができます。（要予約）



21 22

東京の
音楽エンタテイメント系
専門学校（2年制）に
進学した場合

SHOW!に進学した場合
アパートで1人暮らし

SHOW!に進学した場合
家族と実家で同居

245万円
28

245万円
28
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