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各種手続き
合 格 か ら入 学 まで
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入学手続き
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音楽受験講習会
上野学園音楽教室

4

本学で開催される
各種演奏会等へのご招待

5

入学

各選抜方式の入学手続期間中に、33ページ記載の入学手続きを必ず済ま
せてください。

入学予定者の方へ、本学の音楽受験講習会や上野学園音楽教室等で入学ま
で音楽基礎科目等の学習をおすすめしています。

入学手続きを済ませた入学予定の皆様を、本学の定期演奏会等にご招待しま
す。ご案内は入学予定者に個別に行います。

各種手続き

入学手続き
■入学手続き
❶各選抜方式の入学手続期間内に、入学金および施設設備資金（合計450,000円）
を本学指定金融機関の
口座へ納入してください。
❷下記の書類を入試センターに郵送してください
（入学手続期間内（必着）
に本学に送付のこと）。
・入学金および施設設備資金納入時に金融機関から受けとった「領収書」のコピー
・受験票（入学試験終了後も大切に保管すること）
・実技担当教員の希望調査票（入学手続書類同封のものに必要事項を記入すること）
※入学後、必ずしも希望通りになるとは限りません。
あらかじめご了承ください。

❸上記❷の書類が本学に到着後、
「入学許可証」
を入学願書記載の住所宛にお送りします。
なお入学手続期
間内に❷の書類が本学に届かない場合、
入学を辞退したものとみなしますのでくれぐれもご注意ください。

■入学辞退について

各種手続き

入学を辞退される方は、
入試センター
（電話03-3842-1024）へご連絡ください。
「入学辞退に関する書類」
を郵送し
2022年３月18日
（金）15時までに提出
（郵送可）
してください
（※郵送の場合は必着のこ
ます。必要事項を記入し、
と）。
書類確認後、施設設備資金（250,000円）
を返金します。ただし、出願書類と入学金（200,000円）は、事情の
如何に関わらず返却・返金はいたしません。

■入学金減免措置について

入学手続き

下記①または②のいずれかに該当する場合は、それぞれ５万円の入学金減免措置が適用されます。ただし
受けられる減免措置は①②のどちらか一方のみとします。
①卒業生子女等の入学金減免措置（５万円減免）
：本学園卒業生の子女、在籍生の兄弟姉妹の方が入学する場合。
②惠声会会員が実技指導する場合の入学金減免措置（５万円減免）
：本学卒業生である惠声会会員が実
技指導し、推薦する志願者が入学する場合。
減免措置を希望する際は、
申請書類が必要である旨、入試センター（電話03-3842-1024）
までお電話くださ
い。書類が届きましたら、必要事項をご記入の上、本学までお送りください。
・書類の提出期限：2022年3月18日
（金）必着にて入試センターへ提出（郵送可）
してください。
・入学金減免の適用について：2022年4月に実施（予定）の入学式への出席を条件に5万円を減免（銀行        
振込にて返金）
いたします。※入学手続きの際は一旦納入していただきます。

■上野学園教育充実協力金
現在上野学園では教育施設および設備の充実を始め、教育内容の一層の向上を図るべく各種の計画を
立てています。
つきましては2022年度に本学にご入学される新入生の方々に協力金をお願いしております。詳細につきまし
ては入学手続書類に同封いたします。
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日本学生支援機構 奨学金（貸与）
日本学生支援機構の奨学金は本学で学ぶ多くの学生が利用している貸与型の奨学金です。第一種奨学金
（無利子）、第二種奨学金（有利子）
ともに貸与を受けたい月額を選ぶことができます（採用枠数に限りがありま
す）。
また一定の条件を満たし入学時特別増額貸与奨学金を希望する場合、第一種、第二種のどちらか（または
両方）
と同時の申込みが必要です。
返還は卒業後に開始となるため、在学期間中安心して勉学に専心することができます。返還時の負担などを
十分に考慮し、適切な金額を選択して申込むことが大切です。

■奨学金の申込み方法
以下の２通りがあります。
１．
大学に入学する前の申込み（予約採用）
申し込み方法、募集時期等の詳細は、該当校等にお問い合わせください。
高等学校等に在学中の方

在学高等学校等

高等学校等を２年以内に卒業した方

出身高等学校等

各種手続き

大学入学資格検定または
高等学校卒業程度認定試験合格者

日本学生支援機構

日 本 学 生 支 援 機 構 奨 学 金（貸 与）

２．
大学に在学中の申込み（在学採用）
申込みは大学を通じて行い、
募集は原則として毎年春に行います。
本学では説明会を４月に行っています。
入学後のガイダンスで案内しますので、
希望する方は必ずこの説明会に参加してください。

■奨学金の種類
①第一種奨学金（無利子）
②第二種奨学金（有利子）
※経済状況等により、
第一種奨学金と第二種奨学金両方の貸与を受けることができます。

■貸与月額
第一種奨学金では、学種別・設置者・通学形態別に定められているほか、2万円・3万円・4万円より選択する
こともできます。
第二種奨学金では、
自宅・自宅外にかかわりなく下記の月額から選択でき、希望により、採用された年度の4
月に遡って借りることができます。貸与期間中に必要に応じて、貸与月額を変更することもできます。
2021年度 入学者の貸与月額

私立

第一種奨学金
第二種奨学金

自宅通学

自宅外通学

53,000円

50,000円、60,000円から選択

20,000円、30,000円、40,000円
20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、70,000円、
80,000円、90,000円、100,000円、110,000円、120,000円から選択

※詳細は日本学生支援機構のホームページをご参照ください。

34

各種手続き

各種教育ローン
本学では、
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」、
みずほ銀行の「教育ローン」、株式会社オリエントコーポレ
ーションの提携教育ローン
「学費サポートプラン」を、受験生および受験生の保証人の方々にご案内しています。

■教育ローン等概要
項目

国の教育ローン

取扱機関

株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業

申込者
対

象

年収要件

みずほ銀行教育ローン

（原則）保護者
入学金・授業料等学納金など

オリコ学費サポートプラン

株式会社みずほ銀行

株式会社オリエントコーポレーション

保護者

保護者

入学金・授業料等学納金

入学金・授業料等学納金

子どもの人数により要件が異なります。
詳
しくは取扱機関にお問い合わせください。 前年度収入200万円以上で
（子どもの人数が1人の場合、世帯の年 安定かつ継続した収入のある方
間収入が給与所得者790万円以内）

安定した収入のある方
※年収・勤続年数の制限はございません

申込方法

店頭、郵送、インターネット

店頭、郵送、インターネット

インターネットもしくは郵送

返済方法

通常払（元利均等払）／元金据置払い

通常払い／元金据置払い

通常払い／元金据置払い／親子リレー返済

保

証

借入金の振込

必要書類

原則不要

1週間～2週間

1週間 ※Web申込の場合審査は原則1日

お客さまの口座へ振込

学校指定の口座へ振込

学校指定の口座へ立替

・本人確認資料
・収入証明書
・納付通知書
※支払済である場合は領収書など
（支払後1ヵ月以内）

・学生証の写し
・納付通知書の写し

・本人確認資料
・住民票の写し
（原本）
・保護者様の源泉徴収票または確定申告書（控）
・住 宅ローン（または家賃）と公共料金
のお支払いを確認できる預金通帳（最
近6ヵ月以上）
〈在学費用の場合〉
・在学を確認できる書類
・お使いみちを確認できる書類

各 種 教 育ローン

20日間程度

各種手続き

手続期間

（公財）教育資金融資保証基金
原則不要
または連帯保証人（学生の4親等以内の親族）

国の教育ローン
お申込みに関するご相談・お問い合わせ・借入申込書等資料ご請求先

教育ローンコールセンター

TEL 0570-008656（または03-5321-8656）

みずほ銀行教育ローン
資料ご請求先

みずほ銀行稲荷町支店

TEL 03-3842-3261

オリコ学費サポートプラン
資料ご請求先

オリコ学費サポートデスク

0120-517-325
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学生寮について
❶入寮対象

短期大学部に在籍、
または入学手続きを済ませた遠方出身者で、
自宅からの通学が不可能と判断される者。
（上野駅を起点として路線距離が100kmを超過する駅を最寄駅とすることが目安になります。）

❷入寮期間：2年間

留年による延長は認められません。

❸申込開始日：2021年12月15日（水）

入学試験に合格し、入学手続を完了した後、大学事務部（電話 03-3842-1020）から「入寮希望届」用紙
を取り寄せ、必要事項を記入・捺印の上、大学事務部宛てに提出（郵送可）してください。

❹入寮審査

入学試験での専門実技試験の成績を参考に審査をします。寮担当の学生委員（教員）
との面接を行う場合も
あります。

❺結果通知

入寮可と通知された入寮希望者には、
「 入寮確認書」の提出により、入寮手続を進めます。
その後、入寮費の納入、
「 入寮誓約書」の提出を経て、正式に入寮許可となります。

❻学生寮の案内
各種手続き

寮名称
構

造

基本設備

学 生 寮について

各室付帯設備

上野学園  上野寮（女子寮）

上野学園  上野寮別館（男女混合寮）

鉄筋コンクリート５階建て

鉄筋コンクリート９階建て

オートロック

オートロック

エレベータ

エレベータ

メールボックス

メールボックス

エアコン

エアコン

浴室

ユニットバス・洗面台付き

上野学園大学短期大学部から徒歩3分

上野学園大学短期大学部から徒歩2分

洗面台
トイレ

トイレ

キッチン（ガスコンロ）

キッチン（IHクッキングヒーター）

クローゼット

クローゼット

駐輪場

要相談

無

入寮費

80,000円

80,000円

室料（月額）
その他、費用

82,500円（１人部屋）
122,500円（２人部屋）
保険、メンテナンス料、
光熱費（月額）別途

82,500円（１人部屋）
保険、メンテナンス料、
光熱費（月額）別途

【注意事項】

●上記表の金額は、2021年度実績です。
入寮費、室料等は改定となる場合がありますので、
ご了承ください。
※「上野寮」
２人部屋の室料（月額）
は、相部屋として入寮する場合、
１名分の室料（月額）
は、62,500円です。
※寮監は配置されておりませんが、24時間体制で警備会社と提携しています。
※食事の提供はありません。
●2 022年度空き部屋状況は未定となっております。
●空き部屋がなくなり次第、受付を終了します。
●寮の種類や部屋タイプは、
ご希望に添えない場合があります。

■学生寮についてのお問い合わせ：上野学園大学 大学事務部 03-3842-1020
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音楽受験講習会・上野学園音楽教室（受験コース）のご紹介
音楽受験講習会
（夏期・冬期）
上野学園では、受験生を対象とした音楽受験講習会を、夏期と冬期の２回開催しています。
この音楽受験講習会は、
「専門実技」
「音楽理論（楽典）」
「ソルフェージュ
（聴音）」
「副科ピアノ」の力を入学までにもっと伸ばしたい方にも受講し
ていただけます。
本学に合格された方は「短大受験コース」を受講していただきます。
このコースには「音楽基礎科目
（音楽理論（楽典）
・
ソルフェージュのクラス授業）」
「専門実技」
「副科ピアノ」の個人レッスンがあり、
それぞれを必要に応じて単独もしくは組
み合わせて受講することができます。

■開催期間

夏期音楽受験講習会…2021年7月25日
（日）～2021年7月28日
（水）
冬期音楽受験講習会…2021年12月23日
（木）～2021年12月26日
（日）

■受講料（税込）

2020年度音楽受験講習会（参考）※2021年度については下記内容が変更になることがあります。
音楽基礎科目…20,000円
専門実技個人レッスン
（１回40分×２回）…12,000円

各種手続き

副科ピアノ個人レッスン
（１回30分×２回）…8,000円
※総合型選抜（第1回・第2回）
、
学校推薦型選抜（公募第1回・吹奏楽部・合唱部）
に合格し、
入学手続きが完了した方は、
冬期音楽受験講習
会の全てのカリキュラムを無料で受講することができます。
※詳細につきましては、
「上野学園音楽受験講習会」のパンフレットをご覧ください
（パンフレットは5月下旬（夏期）
、10月下旬（冬期）発行予定です。
ご希望の方は入試センターまでご連絡ください）。

音楽受験講習会・上野学園音楽教室（受験コース）
のご紹介

上野学園音楽教室
（受験コース）
入学予定者の方で、
「音楽理論（楽典）」
「ソルフェージュ
（聴音）」
「副科ピアノ」
「専門実技」の力を入学までにもっと伸
ばしたい方のために、上野学園では、大学および短期大学部教員等が講師として指導する
「受験コース」を設置していま
す。
自分自身ではどの音楽教室に入ったらいいか分からない方や、入学前に上野学園で行うレッスンの雰囲気に馴染んで
おきたい方は、上野学園音楽教室での受講をおすすめします。

■設置クラス

①ソルフェージュ・クラス

90分の「ソルフェージュ」に加え、30分の「楽典」
を用意しています。受講者は事前に講師と面談の上、初級・中級・上級のいず
れかのクラスで学んでいただきます。原則としてレッスンは月３回です。

②ピアノ・クラス
（副科ピアノ含む）

副科ピアノは原則として1回あたり45分、
レッスンは月3回です。

③弦楽器クラス

④管・打楽器クラス

⑤古楽クラス

⑥声楽クラス

■入室金・受講料（税込）

入室金…20,000円（随時入室可） ※入学手続き完了者は免除

ソルフェージュ
（1回あたり90分）…15,000円／月3回
ソルフェージュ
（1回あたり90分）
＋楽典（1回あたり30分）…18,000円／月3回
副科ピアノ
（1回あたり45分）…15,000円／月3回
その他クラス…クラス毎に異なります。
※詳細につきましては、
「上野学園音楽教室（受験コース）」のパンフレットをご覧ください。
パンフレットをご希望の方は上野学園音楽教室（電話03-3842-1021）
までご連絡ください。
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