
 

国内唯一のバレエ専修学校 

高等課程：文部科学省 大学入学資格付与指定校        専門課程：文部科学省 専門士付与校 

 

平成 30年度 募集要項  
 

本校は中学校、高等学校卒業以上の青少年、子女に対して、正確なバレエの専門知識 

及び技能と一般教養を教育し、社会人としての基盤育成を目的としています。 

 

 

バレエを学ぶ意欲のある人にとって真摯な夢の実現の場であることを使命とし、バレエを通じて自己実現

できる人材の育成を目指しています。そのために世界最高峰国立パリ･オペラ座バレエ学校を手本とし、

直伝を伝授します。正しい知識と技術、高度な専門性を探求し、テクニックのみならず、舞台芸術としての

バレエを総合的に身に付け、ダンサーとして教師としてのみならず、バレエを中核に国際的な教育を行っ

ています。 

 

募集学科・修業年限・定員 

文化教養バレエ本科 専門課程（全日制・3年・男女）入学定員 25名 

文化教養バレエ本科 高等課程（全日制・3年・男女）入学定員 25名 

 

入学時期 2018（平成 30）年４月    ＊編入随時可  

入学資格 

  課程 入学資格 

 

専門課程 

男女共学 

・2018年 3月に高校・高等専門学校・短大・大学を卒業見込みの方 

・高校・高等専門学校・短大・大学を卒業した方、年齢不問 

・高等学校卒業程度認定合格者  

・その他、上記と同等以上の学力があると認められた方で大学入学年齢に達している方（本校

にて個人の学習歴などを個別審査いたしますので、その場合は事前にご相談ください）  

 

高等課程 

男女共学 

・2018年 3月に中学校を卒業見込みの方 

・中学校を卒業した方、高校中退者 

・学校教育法第 47条に既定する方、年齢不問 

・高等学校在籍中（休学中）または中途退学者（1年次修了者は 2年次より、2年次修了者は 

3年次より編入できます） 

出願方法 

【AO入試】京都バレエ専門学校で学びたい！という方、目的意識や熱意、意欲ある方のための入試です。 

AO入試では合否が早くわかる為、入学前レッスンなどを受ける事が可能です。 

応募資格 ①本校専願者 

              ②本校の体験入学、または講習会に参加したことがある方 

              ③①と②に加え、本校のアドミッション･ポリシーに該当する方 

【一般入試】 

   □専願･････本校を第一志望として受験し、合格した場合は必ず入学する方   

入学は併願に比べ優先されます 

□併願・・･･･本校を受験のほか、他の学校を受験される方  

                所定の手続きにより申請した併願校の結果発表日まで学籍を確保し、入学手続きを 

延期することができます。 

【編入学入試】高等学校から高等課程への編入ができます。・・・随時、個別相談しますので、お問合せ下さい。 



  

 

 
   

 

 

京都バレエ専門校で学びたいという意思を持ち、大きな可能性を秘めている学生を全国各地から積極的に

迎え入れるため、AO 入試を実施しています。選考は当校の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に基づ

き、一人ひとりの個性と能力を総合的に適切に評価します。AO 入学のメリットは、早期に進路を決定できる

ので、入学前よりレッスンを受講したり、特別講習に参加でき、ひと足先にスタートできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ステップ１】募集要項と願書の入手、学校説明会・体験レッスン参加など、京都バレエ専門学校に 

ついての情報収集しよう。 

 

【ステップ２】AO入学のエントリーをしよう。  AO入学エントリーシート、自己アピールシート提出    

           (面接予定日の 1週間前までに到着するようにエントリーシート、自己アピールシートを当校へ郵送。) 

 

【ステップ３】 面接をうけよう。 

        遠方からの受験生は【ステップ１】の学校説明会・体験レッスンとＡＯ面接を同日に受ける事も 

できます。 

        過去の説明会へ参加済の方→レッスン・面接のみ  初めて説明会へ参加される方→レッスン・説明会・面接 

        ※もちろん、既に参加済でも、もう一度ご参加されたい方は参加可能です。 

 

面接後、7日以内に合否を郵送にて通知します。入学内定者には「入学内定書」を送付します。 

 

【ステップ４】本出願(8月 1日以降～)しよう。入学願書など出願書類などを提出、受験料を納付。 

 

        書類選考後、7日以内に合否を郵送にて通知します。  

 

【ステップ５】合格通知到着後、期限内に入学金を振り込みましょう。入学までの貴重な時間を 

   有意義に過ごしていただく為に入学前レッスンを行います。詳細は合格後、別途お知 

らせします。希望者は入学前レッスンや特別レッスンを受けて準備しましょう。 

 

学校説明会 

体験レッスン 

AO入学 

エントリー 

面接 本出願 書類選考 入学金納入 

6月 18日(日) 

 

 

6月 1日(木) 

    ～ 

10月 22日(日) 

 

※エントリーシー

トは面接予定日

の 1週間前必着 

6月 18日(日) 【第１次】８月１日(火)～ 

８月２７日(日)必着 

 

【第２次】８月２８日(月)～ 

９月１５日(金)必着 

 

【第３次】 

９月１６日(土)～ 

１１月５日(日)必着 

 

【第１回】 

８月２８日(月) 

 

【第２回】 

９月１６日(土) 

 

【第３回】 

11月６日(月) 

 

 

10月27日(金) 8月 6日(日) 

 

8月 6日(日) 

8月 27日(日) 

 

8月 27日(日) 

10月１日(日) 

 

10月 1日(日)  

11月17日(金) 

10月 29日(日) 

 

10月 29日(日) 

 

アドミッション・ポリシー 

本校教育目標に相応しい人物、特に、積極的に学ぶ意欲と能力を有している人物、また学業・技術・文化・

芸術・スポーツの分野で実績のある人物が望ましく、さらに本校での学習を通してこれからの社会で通用す

る実力を身につけ、将来それぞれの分野で活躍したいという強い意志と意欲を持つ人物を募集します。 

受験生の皆さんへ 

入学までのバレエの経歴は問いません。「バレエが好き」「バレエに関する仕事がしたい」という意欲と関心

の高さが大切です。 

 応募資格①本校専願者(合格すれば必ず入学する者) 

       ②本校の体験入学、または講習会に参加したことがある方 

       ③①と②に加え、本校のアドミッション･ポリシーに該当する方 

 

 



 

 

 

 

入学試験 試験科目 ： 実技、作文、面接、身体検査   

願書受付 ：2017年 10月 1日(日)～2018年 2月 25日(日)必着  （入試 1週間前締切） 

入学試験日 ：第 1次募集 2017年 11月 19日（日）  

                      第 2次募集 2018年 1月 14日（日） 

                      第 3次募集 2018年 3月 4日（日）※定員に空きがある場合 

 

   合否は 7日以内に郵送にて通知します。 

 

 

出願書類 

  課程 出願書類 

 

 

専門課程 

 

① 入学願書（顔写真１枚、全身写真２枚添付）  

② 顔写真２枚                 ＊顔写真（横 3cm×縦 4cm）は合計３枚です。 

③ 卒業証明書または卒業見込証明書または高等学校卒業程度認定試験合格証明書 

高等学校卒業見込み者は調査書で代用可 

④ 受験料(20,000円)振込金受取書または ATMご利用明細の写し 

 

 

高等課程 

 

① 入学願書（顔写真１枚、全身写真２枚添付）  

② 顔写真２枚                  ＊顔写真（横 3cm×縦 4cm）は合計３枚です。 

③ 報告書又は調査書（中学校で作成の上、厳封）   ＊各都道府県の私学統一様式。 

④ 健康診断票(写し)              ＊出身中学校での写し 

⑤ 受験料(20,000円)振込金受取書または ATMご利用明細の写し 

 

 

【社会人入学】高校卒業以上の方、大学、短期大学、専門学校在籍並びに卒業の方は専門課程に入学 

できます。就業経験の有無は問いません 

 

受験料納付方法 

受験料20,000円は下記口座に振り込み、振込金受取書写しまたはATMご利用明細の写しを出願書類に同封下さい。 

           京都
きょう と

中央
ちゅうおう

信用
しんよう

金庫
き ん こ

 銀閣寺
ぎ ん か く じ

支店 普通口座 0083250 

口座名義：学校法人 京都バレエ 理事長 蘆田ひろみ 

 

入学手続き 合格者は指定期日までに必要書類の提出（必要書類は合格通知文書に同封）と学費を 

納入して下さい。 

 

 

 

 

 □専願･････本校を第一志望として受験し、合格すれば必ず入学される方 

          入学は併願に比べ優先されます 

 □併願・・･･･本校を受験のほか、他の学校を受験される方 

         入学手続き猶予願により申請した併願校の結果発表日まで学籍を確保し

入学手続きを延期することができます(入学手続延期金 10,000円) 

 

 



学費と納入期日について        ≪2018年度学費≫ 

課程 

入学時のみ  学費 

入学金 施設費  授業料（年） 維持費(年) 行事費＊預り金（年） 

専門課程 400,000円 150,000円  660,000円 20,000円 

1年次 200,000円 

2年次 200,000円 

3年次 250,000円 

高等課程 300,000円 100,000円  660,000円 20,000円 200,000円 

AO入学者 
10月 27日 

3月末 

  

第 1期：3月末 

第 2期：7月末 

第 3期：11月末 

 

第 1期(前期)3月末 

第 2期(後期)7月末 
3月末 

11月 17日  

第 1次合格者 1月末  

第 2次合格者 2月末  

第 3次合格者 3月末  

＊維持費は冷暖房、衛生、通信費などの経費です。 

＊行事費は授業に必要な費用の預り金です。教科書代、各種学校行事、学習発表会代 

衣裳代、特別講師レッスン代などの諸経費です。年度末に精算します。 

＊学費以外に、制服代、制かばん代、指定ジャージ代、指定レオタード、スカートが必要です。 

(専門課程は制服代、制かばん代はありません)。 

＊兄弟姉妹が在学の場合、２人目より年 120,000(月額 10,000)円減額します。 

 

保護者の市町村民税所得割額（父母を加算）が 304,200円(年収 910万円程度)未満の世帯の生徒に、また、保

護者の所得に応じて月額 9,900円～24,750円が支給されます。 

学費納入につきましては高等学校等就学支援金を減額しますので以下となります。 

学費年額  授業料 660,000円を 3 期に分けて納入（1期 220,000 円）  

 区分 
 就学支援金 

充当額 
  第 1 期(3 月末) 第 2 期(7 月末) 第 3 期(11月末) 

所得割額により無支給 

・市町村民税所得割額 304,200円以上   

 

 0 円 
納入 220,000円 220,000円 220,000円 

一般世帯 

・市町村民税所得割額 

 154,500円以上 304,200円未満 

  年額 

118,800円  
納入 180,400円 180,400円 180,400円 

1.5 倍加算支給  

・市町村民税所得割額 

 51,300円以上 154,500円未満 

年額 

178,200円 
納入 160,600円 160,600円 160,600円 

2 倍加算支給 

・市町村民税所得割額 

 1 円以上 51,300円未満 

年額 

237,600円 
納入 140,800円 140,800円 140,800円 

2.5 倍加算支給 

・市町村民税所得割非課税 

 0 円 

年額 

297,000円 
納入 121,000円 121,000円 121,000円 

※就学支援金制度は 2017年度現在です。制度が変更する事があります。 

 

 

 

 



奨学金・貸付制度 

高等課程 

  ・高等学校等就学支援金より年額 118,800円～297,000円交付 

（両親の市町村民税所得割額 0円～304,200円未満） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 

・私立高等専修学校生徒奨学補助金 京都府在住の保護者に対して、毎年 18,000円の奨学補助金交付 

（両親の市町村民税所得割額 304,200円未満） 

http://www.pref.kyoto.jp/bunkyo/documents/6sensyuu.pdf 

・高校生等奨学給付金より 52,600円～138,000円交付 

    （生活保護世帯、非課税世帯） 

    http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm 

・都道府県の高等学校奨学金低金利の貸付 

    http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/010.htm 

 

専門課程 

・日本学生支援機構より月額 2万円～4万円給付 （非課税世帯で一定の学力・資質要件を満たす学生） 

・日本学生支援機構より無利子または低金利貸付 

     第一種(無利子) 

     第二種(利息がつく) 

     入学時特別増額 一時金(一回だけの振り込みで利息が付く 10万円から 50万円が上限) 

予約採用は高校で手続きをして下さい。 

在学採用手続きは入学後となり、５月下旬からの交付となります。 

日本学生支援機構 http://www.jasso.go.jp/ 

・国の教育ローンとしては日本政策金融公庫より低金利の貸付を受けることができます。 

  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 

また、銀行、信用金庫も教育ローンを取り扱っています。 

 

下宿について 

当校は学生寮やマンションに住む学生が約半数です。遠方より入学される方のために、食事付女子学生

寮、食事付学生寮、マンションなど専門業者の紹介をしております。 

所属について 

所属研究所の継続は自由です。あくまでも本校においては学生としての所属ですので、発表会出演や 

コンクール出場時の所属団体は自由選択となっております。 

出願にあたっての確認事項 

出願に際しては下記をご確認いただき、了解の上で出願してください。 

(１) 提出書類は理由の如何に関わらず返却いたしません。 

(２) 出願に虚偽の内容が認められた場合には、合格・入学を取り消すことがあります。 

(３)  検定料、入学金を所定の期日までに納入しない場合、もしくは必要書類を期日までに提出しない場合、辞  

退とみなします。何らかの事情で延期を希望される場合には、事前にご相談ください。また、3月31日までに

入学辞退届を届けた場合は、授業料及び諸費（入学金を除く）を返還いたします。 

(４) 本校は、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15年 5月 30日法律第 57号）、ならびに「学校における生

徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」（文部科

学省告示第 161号）の遵守徹底を図り、志願者本人、 志願者が未成年である場合においてはその保護者

の方に関する個人のプライバシー・個人情報の保護に努めており、 本校の「個人情報保護方針」に則って

個人情報を取り扱います。詳細は本校までお問合せ下さい。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
http://www.pref.kyoto.jp/bunkyo/documents/6sensyuu.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/010.htm
http://www.jasso.go.jp/
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html


 

入学相談 随時受付いたしておりますのでお電話ください。ご都合の良い日を決めてお越し頂きます。 

受付・お問合せ：北白川スタジオ TEL(075)701-6026  

 

京都府知事認可  文部科学省大学入学資格付与指定校/高等課程   専門士称号付与/専門課程  

 

学校法人京都バレエ 京都バレエ専門学校 
 

本         本         本      校  〒603-8325  京都市北区北野上白梅町 21    TEL(075)463-0997FAX(075)464-773 

［市バス「北野
き た の

白梅
はくばい

町
ちょう

」下車すぐ] 

北白川スタジオ  〒606-8267  京都市左京区北白川西町 73    TEL(075)701-6026 FAX(075)712-8303  


