
募集要項
2 0 2 4

AO入試 ●

高校生特待生入試 ●

大学生・社会人特待生入試 ●

セレクション特待生入試（プロフットボール学科） ●

一般入試 ●



チャレンジ入試 概要

※WEB出願者の内定についても郵送でご連絡いたします。 ※WEB出願者の内定についても郵送でご連絡いたします。
※試験実施日が予定されていても、各学科の入学定員に達し次第、それ以降の当該学科の試験は実施いたしません。   ※出願書類の提出は、募集期間最終日必着となります。

※セレクション特待生入試は下記スケジュールと異なります（P11-12参照）。

2023年 6月1日（木）
～9月30日（土）

エントリー受付期間

AO入試 ： 面接日・内定日

各種特待生入試へのチャレンジ入試について

内定日AO面接日

面接日より10日以内に
本人宛に郵送します。

エントリー受付後随時実施
原則zoomでの面接となります

願書受付後随時実施
原則zoomでの面接となります

2023年 10月1日（日）
～2024年 3月16日（土）

募集期間

特待生入試・一般入試 ： 試験日
合格通知入学選考日

入学選考後
15日以内に本人宛に

郵送します

注記
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※「LUXPERIOR FOOTBALL PARK」・「CITY FOOTBALL STATION」は、㈱日本理化工業所が所有する施設です。

チームに帯同して選手をサポート、さらにホペイロとしてのスキルも
身につける！
チーム・選手をサポートするマネージャー(主務・副務）やスパイク・ユ
ニフォーム等の管理を行うホペイロ（用具係）の育成を図ります。栃
木シティ（サッカー）やしながわシティ（フットサル）等のプロチーム
に帯同して、遠征スケジュールの管理や用具管理等幅広く学び、即戦
力として通用する力を身につけます。

マネージャー・主務・副務・ホペイロ・用具係など、
チームサポートのプロフェッショナルをめざす！

クラブの運営に関わるさまざまな業務を実践しながらフットボールビ
ジネスを学ぶ！
クラブスタッフの業務は多岐に渡ります。栃木シティ（サッカー）とし
ながわシティ（フットサル）のホームゲーム運営を中心に、日々の授
業を通じて集客戦略・イベント企画・広報・サッカースクール運営等、
幅広いフロント業務を実践しながら学んでいきます。また、実践英語
と社会人の基本である簿記とPCスキルも学びます。

AO入試で合格し一定の入学手続きをした方は、入学の権利を確保したまま、高校生特待生入試、大学生・社会人特待生
入試、セレクション特待生入試（プロフットボール学科）にチャレンジ受験することができます（入学選考料/セクション
エントリー料無料）。

※チャレンジ受験は、入学手続きを行っている学科に限ります。
※チャレンジ受験をして特待生に選抜されなかったとしても、入学に影響することはありません。
　また、選抜されなかったことを理由に入学を辞退することもできません。
※プロフットボール学科はセレクション特待生入試へ、フットボールビジネス学科とマネージャー/ホペイロ学科は高校生特待生入試、または大
学生・社会人特待生入試へのチャレンジ受験ができます。

JリーグやFリーグを中心にフットボールビジネスの
最前線で即戦力となるプロフェッショナルな人材を育成！

プロフットボール学科
PRO FOOTBALL  COURSE

フットボールビジネス学科
F OOTB ALL  B US INESS  C OUR SE

マネージャー/ホペイロ学科
M ANAGER  /  R OUPE IRO COURSE

日々のトレーニングが授業の一環。思う存分トレーニングに打ち
込もう！
栃木シティ（サッカー）、しながわシティ（フットサル）のトップチーム
に直結する栃木シティU-25またはシティフットボールアカデミーに
登録して、プロと同等の環境で技術・戦術を学びます。トップチーム
や他クラブとのトレーニングマッチも頻繁に行い、プロ契約をめざ
してアピールできるチャンスがあります。

プロにつながるチャンスがある！
プロ同等の環境でプロ選手へのチャンスをつかもう！

地域や社会に関心を持ち、
積極的に貢献できる人

将来の夢や目標を持ち、
その意欲を持続でき、
努力し続けることができる人

他者の多様な価値観を認め、  
フットボールを通じて
人間性を高める意欲がある人

アドミッションポリシー

1.

2.

3.

P1 …アドミッションポリシー
P3 …入学資格、募集学科・定員、入試区分
P4 …学費一覧、学費の納入方法、入学辞退について
P5 …AO入試  ―入学までの流れ―
P6 …AO入試  ―入試ガイド―
P7 …高校生特待生入試  ―入学までの流れ―
P8 …高校生特待生入試  ―入試ガイド―
P9 …大学生・社会人特待生入試  ―入学までの流れ―
P10 …大学生・社会人特待生入試  ―入試ガイド―
P11 …セレクション特待生入試  ―入学までの流れ―
P12 …セレクション特待生入試  ―入試ガイド―
P13 …一般入試  ―入学までの流れ―
P14 …一般入試  ―入試ガイド―
P15 …出願に関する注意点、入学選考料のお支払い方法

P16 …AO入試エントリーシート
P18 …高校生特待生推薦書
P20 …大学生・社会人特待生推薦書
P22 …セレクション特待生入試エントリーシート
P24 …入学願書
P26 …奨学金制度、教育ローン、よくある質問

所定用紙

別紙1…出願登録票、入学生受験票
別紙2…振込受付証明書、振込依頼書

別 紙

A D M ISS ION PO L I CY
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●特待生入試に合格した場合は、それぞれの入試区分により「合格特典」（授業料免除等）が受けられます。
●昼食提供希望者は、年間分の昼食費139,000円（予定）を別途一括徴収いたします。
　週単位でのお申込みも可能です。
●学校通学バス利用者は、バス運行協力金として年間48,000円（予定）を別途一括徴収いたします。

※1.AO入試に合格した場合は、入学金が全額免除になります。
※2.諸経費には主に下記内容が含まれます。
　　　①テキスト・教材費    ②サッカー協会登録費、連盟加盟費、大会参加費などエントリー費用
　　　③指定用具費用（学校指定のスポーツウェアやジャージなど）    ④行事費
　　　⑤実技実習・チーム活動費用    ⑥特別講演研修費用    ⑦学生傷害保険料など

100,000入学時納入金額

初 年 度

2回目納入金額

（単位：円）

360,000 270,000 250,000 1,060,000
- 360,000 - 250,000 690,000

1,750,000

入 学 金 授 業 料 施設整備費 諸経費※2※1 合 計

80,000
80,000

維 持 費1 ） 高等学校またはこれに準ずる学校を卒業した者、及び2024年3月卒業見込みの者。

2 ） 外国において学校教育における12年の課程を修了した者。

3 ） 文部科学大臣の指定した者。

4 ） 文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格し、入学時に満18歳以上の者。

5 ） 修業年限が3年以上の専修学校の高等課程を修了した者。

6 ） 本校において高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認められた者。

プロフットボール学科

フットボールビジネス学科

マネージャー / ホぺイロ学科

学 科 名 年 限 男女別 定 員

2年

2年

2年

男

男 女

男 女

25名

30名

25名

学費一覧（全学科共通）入学資格

募集学科・定員

2回目納入金額については、入学年度の7月中に郵送で通知します。

合格通知受領後1週間以内に指定の銀行口座に入学時納入金をお振込みください。
詳細につきましては入学手続き時の「入学手続案内」に記載いたします。

2回目納入金額

入学時納入金額

２年次以降納入金 2年次以降の納入金額は入学金を除いた金額になります。
※学費については、社会情勢の変化や、物価や税金の変動など経済状況の変化により、金額や納入時期が変動する場合があります。

学費の納入方法

詳細はP26をご覧ください。

教育ローンについて

入学を辞退する場合は、一般入試の合格者に限り、入学金以外の納入金額を返還いたします。
2024年3月31日（日） 必着辞退届締切日

入学辞退届（本校指定）、納入金返還先届（本校指定）、入学手続き完了証提出書類

入学辞退届を受理してから約2週間後となります。返還期日

辞退届締切日以降、入学時納入金は理由を問わず返還いたしませんので、ご了承ください。注意事項
※入学辞退届等は、CITY FOOTBALL ACADEMY 事務局 0282-51-1557 までご請求ください。

入学辞退について

高校生特待生入試、大学生・社会人特待生入試、セレクション特待生入試

それぞれの入試にて総合選考評価の結果、特待生となった方は、「入試ガイド」の各級に応じた
合格特典を受けられます。

入学金および学費の全額または一部を免除し、入学後、模範生となる人材の育成をめざすものです。
この制度を利用される皆さんが勉学に励み、卒業後、実社会で活躍されることを期待しております。

合格特典

20名程度募集定員

制度内容

進級時特待生制度

特待生となった方は、授業料免除等が受けられます。

入学後、スポーツや学業、人物面において優秀な成績をおさめた者に対し、進級時に特待生として
認定し、授業料の全額または一部を返還する制度です。
1年間の成績、学校活動に取り組む姿勢等を考慮し、年間授業終了後、担任より候補者に
通知します。

合格特典

制度内容

特待生制度のご案内

※AO入試、特待生入試は       となります。専願とは合格した場合、必ず入学することを前提として出願することです。

高等学校での成績だけでは見ることのできな
い志望者自身の人物像（個性や意欲など）を学
校側の求める人物像（アドミッションポリシー）
と照らし合わせて総合的に評価する入学試験
制度です。
2024年3月高等学校卒業見込みの者・社会
人・大学生・短大生等、すべての方を対象として
おります。

2024年3月高等学校卒業見込みで、学校長・
進路指導担当・学級担任・部活動顧問のいずれ
かの推薦書を提出でき、次のどちらかに該当す
る方が対象です。
　①高等学校調査書の学業評定平均が3.3以上、
　　またはいずれか1教科が3.7以上
　②生徒会長、学級委員などのリーダー経験者

入学資格（1）～（6）のいずれかを満たし、大学
生・社会人特待生推薦書（自薦）を提出できる方
が対象です。

入学資格（1）～（6）のいずれかを満たし、本校
が実施するセレクションにおいて、セレクショ
ン特待生S級～E級のいずれかの評価を受けた
者で、プロフットボール学科を志望する方が対
象です。

一般入試
2024年3月高等学校卒業見込みの者・社会
人・大学生・短大生等、すべての方を対象とした
入学試験制度です。

エントリー期間出願資格 出願期間

2023年

6月1日（木）
▼

2023年

9月30日（土）必着

―

―

2023年

10月1日（日）
▼

2024年

1月31日（水）必着

2023年

8月1日（火）
▼

2023年

10月20日（金）必着

2023年

10月1日（日）
▼

2024年

3月16日（土）必着

AO入試

大学生・社会人
特待生入試

（　　　　　　   ）フットボールビジネス学科
マネージャー/ホペイロ学科

高校生特待生入試
（高校推薦入学試験）

（　　　　　　   ）フットボールビジネス学科
マネージャー/ホペイロ学科

セレクション
特待生入試
（プロフットボール学科）

入試区分
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1

AO 入試 ―入学までの流れ―

AO入試エントリーシートに必要な事項を記入して、期間内に郵送してください。
持参される場合は、本校の事務局へ直接提出してください。

AO入試エントリー

エントリー期間：2023年６月１日（木）～2023年9月30日（土）必着
※AO入試に入学選考料は不要です。

※WEBエントリ―も可能です

※WEB出願も可能です

※WEBによるエントリ―、出願については学校のホームページをご確認ください。

2

3

4

AO入試エントリー受付後、本校よりAO入学選考日が記載された受験票を郵送いたします。

受験票に記載された入学選考日と時間は必ず確認してください。
送付された受験票は大切に保管の上、AO入学選考を受験してください。

AO入学選考後、AO入試の合否通知を郵送いたします。
発行の時期は、AO入学選考後10日以内です。
正式出願認定者（AO入試内定者）には「AO入試内定書」を同封いたします。
こちらの書類は正式出願時に必要となります。

受験票の送付

AO入学選考

AO入試内定書 発行

5 正式出願  正式出願認定者（AO入試内定者）

「入学手続案内」に添って入学手続きしてください。

入学手続き

6

7

書類選考

合格通知

8

入学手続きの確認ができ次第、本校より「入学手続き完了証」を郵送いたします。
入学手続き完了証の送付

本校より「入学案内書類」を郵送いたします。
入学案内書類送付（３月予定）

４月に入学式を行い、授業開始となります。
入学式（4月）

※不合格の場合でも、一般入試へ出願することができます。13ページをご確認ください。

※入学手続期間内に手続きが完了できない場合は、必ずご連絡ください。

※1.高等学校卒業資格を持っていない者は、当校規程による入学資格審査を行います。
※2.高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書の写しを提出してください。
※3.大学・短大・専門学校卒業生は高等学校卒業証明書と高等学校調査書の他、最終学歴校の卒業証明書と成績証明書を
　　提出してください。（高等学校調査書の発行が不可能な場合に限り単位取得証明書でも可）

正式出願に必要な書類を揃えて出願します。
正式出願時に必要な書類につきましては、6ページをご確認ください。

出願された提出書類による最終選考をもって正式に合格となります。
合格通知は選考後、1週間以内に郵送いたします。合格された方には以下の書類が同封されています。

書類選考日：2023年10月9日(月)～

9

10

11

出願期間：2023年8月1日(火)～2023年10月20日(金)必着

合格通知書、入学手続案内

AO 入試 ―入試ガイド―

●2024年3月高等学校卒業見込みの者
●高等学校卒業者またはそれに準ずる学力があると認められた者で
　2024年3月31日現在で18歳に達する者 ※1
●高等学校卒業程度認定試験合格者

AO入試内定書を受け取った者

1通 ※Webエントリーも可能です

〇

〇

ー

1通（AO入試内定後、正式出願時に他書類と併せて提出）

1通　※3

ー　※3

ー

1通（写し）

2023年8月1日（火）~2023年10月20日（金）

入学願書に貼付

本校専願のみ
（合格した場合、必ず入学することを前提として出願すること）

出願資格
高等学校卒業年度

出願基準

AO入試エントリーシート★

書類審査

面接

実技試験（セレクション）

入学願書★

高等学校調査書 ※2

高等学校卒業証明書

カラー写真（3cm×2.5cm）

入学選考料（銀行振込）

AO入試内定書★

出願条件

事前提出書類

試験内容

出願書類

出願期間（当校必着）

入学選考料2万円＋入学金10万円の免除合格特典

★は本校所定用紙を使用すること

AO 入試 カレンダー

※WEB出願の場合は不要です

各1通（出願登録票には写真を貼付、受験票には63円切手を貼付してください）出願登録票・受験票
※WEB出願の場合は不要です

※WEB出願も可能です

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

9月30日

合格通知郵送 書類選考後1週間以内に発送

入学案内書類送付　

10月20日必着

必
着AO入試エントリー1

AO入学選考 受験票に記載されたAO入学選考日3

AO入試内定書 郵送 選考後10日以内に発送4

正式出願5

書類選考6

7

10

10月9日～
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高校生特待生入試（フットボールビジネス学科、マネージャー / ホペイロ学科） ―入学までの流れ―

出願（入学願書提出）

2

3

出願（入学願書提出）受付後、本校より入学選考日が記載された受験票を郵送いたします。

受験票に記載された入学選考日と時間は必ず確認してください。
送付された受験票を大切に保管の上、入学選考を受験してください。

受験票の送付

入学選考

※入学選考料は20,000円です。入学選考料の納入方法については、15ページをご覧ください。

※不合格の場合でも、一般入試へ出願することができます。13ページをご覧ください。

高校生特待生入試（フットボールビジネス学科、マネージャー / ホペイロ学科） ―入試ガイド―

入学願書に必要な事項を記入して、期間内に郵送してください。
持参される場合は、本校の事務局へ直接提出してください。

出願期間：2023年10月1日(日)～2024年3月16日(土)必着

4 合格通知
入学選考後、合否通知を郵送いたします。発行の時期は、選考後15日以内です。
合格された方には以下の書類が同封されています。

合格通知書、入学手続案内

「入学手続案内」に添って入学手続きしてください。

入学手続き5

※入学手続期間内に手続きが完了できない場合は、必ずご連絡ください。

入学手続きの確認ができ次第、本校より「入学手続き完了証」を郵送いたします。
入学手続き完了証の送付

本校より「入学案内書類」を郵送いたします。
入学案内書類送付（３月予定）

４月に入学式を行い、授業開始となります。
入学式（4月）

6

7

8

7 8

高校生特待生入試 カレンダー

※WEB出願も可能です

※WEBによるエントリ―、出願については学校のホームページをご確認ください。

●2024年3月高等学校卒業見込みの者

学校長・進路指導担当・学級担任・部活動顧問のいずれかの
推薦書を提出でき、次のどちらかに該当する者
①高等学校調査書の学業評定平均が3.3以上、
　またはいずれか1教科が3.7以上
②生徒会長、学級委員などのリーダー経験者

〇

〇

ー

1通 ※WEB出願も可能です

1通

ー

20,000円

高校生特待生推薦書

2023年10月1日（日）~2024年3月16日（土）

入学願書に貼付

本校専願のみ
（合格した場合、必ず入学することを前提として出願すること）

出願資格

高等学校卒業年度

出願基準

書類審査

面接

実技試験（セレクション）

入学願書★

高等学校調査書

高等学校卒業証明書

カラー写真（3cm×2.5cm）

入学選考料（銀行振込）

推薦書★

出願条件

試験内容

出願書類

出願期間（当校必着）

特待生 A級　1年生次 授業料100%免除

特待生 B級　1年生次 授業料 50%免除

特待生 C級　1年生次 授業料 30%免除

特待生 D級　1年生次 授業料 15%免除

特待生 E級　1年生次 授業料 10%免除

合格特典

★は本校所定用紙を使用すること

10月 11月 12月 1月 2月 3月

3月16日出願期間

入学選考 受験票に記載された入学選考日

合格通知郵送 選考後15日以内に発送

必
着1

3

4

入学案内書類送付　7

※WEB出願の場合は不要です

各1通（出願登録票には写真を貼付、受験票には63円切手を貼付してください）出願登録票・受験票
※WEB出願の場合は不要です

※郵送の場合、振込受取書（明細書）を入学願書の裏に貼付してください。
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1

大学生・社会人特待生入試（フットボールビジネス学科、マネージャー /ホペイロ学科） ―入学までの流れ―

出願（入学願書提出）

2

3

出願（入学願書提出）受付後、本校より入学選考日が記載された受験票を郵送いたします。

受験票に記載された入学選考日と時間は必ず確認してください。
送付された受験票を大切に保管の上、入学選考を受験してください。

受験票の送付

入学選考

※入学選考料は20,000円です。入学選考料の納入方法については、15ページをご覧ください。

大学生・社会人特待生入試（フットボールビジネス学科、マネージャー /ホペイロ学科） ―入試ガイド―

入学願書に必要な事項を記入して、期間内に郵送してください。
持参される場合は、本校の事務局へ直接提出してください。

4 合格通知
入学選考後、合否通知を郵送いたします。発行の時期は、選考後15日以内です。
合格された方には以下の書類が同封されています。

合格通知書、入学手続案内

「入学手続案内」に添って入学手続きしてください。

入学手続き5

※入学手続期間内に手続きが完了できない場合は、必ずご連絡ください。

入学手続きの確認ができ次第、本校より「入学手続き完了証」を郵送いたします。
入学手続き完了証の送付

本校より「入学案内書類」を郵送いたします。

４月に入学式を行い、授業開始となります。
入学式（4月）

6

7

8

大学生・社会人特待生入試 カレンダー

※WEB出願も可能です

出願期間：2023年10月1日(日)～2024年3月16日(土)必着

入学案内書類送付（３月予定）

※WEBによるエントリ―、出願については学校のホームページをご確認ください。

●高等学校卒業者またはそれに準ずる学力があると認められた者で
　2024年3月31日現在で18歳に達する者 ※1
●高等学校卒業程度認定試験合格者

大学生・社会人特待生推薦書（自薦）を提出できる者
※社会人・大学・短大・専門学生の方が対象

〇

〇

ー

1通

1通　※3

1通　※3

20,000円

大学生・社会人特待生推薦書

入学願書に貼付

本校専願のみ
（合格した場合、必ず入学することを前提として出願すること）

出願資格
高等学校卒業年度

出願基準

書類審査

面接

実技試験（セレクション）

入学願書★

高等学校調査書 ※2

高等学校卒業証明書

カラー写真（3cm×2.5cm）

入学選考料（銀行振込）

自己推薦書★

出願条件

試験内容

出願書類

合格特典

※1.高等学校卒業資格を持っていない者は、当校規程による入学資格審査を行います。
※2.高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書の写しを提出してください。
※3.大学・短大・専門学校卒業生は高等学校卒業証明書と高等学校調査書の他、最終学歴校の卒業証明書と成績証明書を
　　提出してください。（高等学校調査書の発行が不可能な場合に限り単位取得証明書でも可）

★は本校所定用紙を使用すること

10月 11月 12月 1月 2月 3月

入学選考 受験票に記載された入学選考日

合格通知郵送 選考後15日以内に発送

特待生 A級　1年生次 授業料100%免除

特待生 B級　1年生次 授業料 50%免除

特待生 C級　1年生次 授業料 30%免除

特待生 D級　1年生次 授業料 15%免除

特待生 E級　1年生次 授業料 10%免除

3

4

入学案内書類送付　7

2023年10月1日（日）~2024年3月16日（土）出願期間（当校必着）

各1通（出願登録票には写真を貼付、受験票には63円切手を貼付してください）出願登録票・受験票
※WEB出願の場合は不要です

※郵送の場合、振込受取書（明細書）を入学願書の裏に貼付してください。

※WEB出願も可能です

※WEB出願の場合は不要です

出願期間1 3月16日必着

※不合格の場合でも、一般入試へ出願することができます。13ページをご覧ください。
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セレクション特待生入試（プロフットボール学科） ―入学までの流れ―

1
セレクション特待生入試エントリーシートに必要な事項を記入して、期間内に郵送してください。
持参される場合は、本校の事務局へ直接提出してください。

セレクション特待生入試エントリー

エントリー期間：2023年10月１日（日）～2024年1月31日（水）必着

2

3

4

セレクション特待生入試エントリー受付後、本校よりセレクション特待生入学選考日が記載された
受験票を郵送いたします。

受験票に記載されたセレクション日程と時間、場所は必ず確認してください。
送付された受験票を必ずご持参の上、セレクションを受験してください。

セレクション後、セレクション合否通知を郵送いたします。
発行の時期は、セレクション後15日以内です。
正式出願認定者（セレクション特待生入試内定者）には「セレクション特待生入試内定書」を同封いたし
ます。こちらの書類は正式出願時に必要となります。

受験票の送付

セレクション（実技試験）

セレクション特待生入試内定書 発行

5 正式出願  正式出願認定者（セレクション内定者）

「入学手続案内」に添って入学手続きしてください。

入学手続き

6

7

書類選考

合格通知

8

入学手続きの確認ができ次第、本校より「入学手続き完了証」を郵送いたします。
入学手続き完了証の送付

本校より「入学案内書類」を郵送いたします。
入学案内書類送付（３月予定）

４月に入学式を行い、授業開始となります。
入学式（4月）

※不合格の場合でも、一般入試へ出願することができます。13ページをご確認ください。

※入学手続期間内に手続きが完了できない場合は、必ずご連絡ください。

正式出願に必要な書類を揃えて出願します。

最終選考をもって正式に合否を決定いたします。
合否通知は出願書類到着後、15日以内に郵送いたします。合格された方には以下の書類が同封されています。

出願された提出書類により速やかに最終選考を行います。

9

10

11

出願期間：2023年11月1日(水)～2024年3月16日(土)必着

合格通知書、入学手続案内

※セレクションエントリー料は20,000円です。納入方法については、15ページをご覧ください。

セレクション特待生入試 カレンダー

※WEBエントリーも可能です

※WEB出願も可能です

※WEBによるエントリ―、出願については学校のホームページをご確認ください。

10月 11月 12月 1月 2月 3月

セレクション特待生入試（プロフットボール学科） ―入試ガイド―

1月31日エントリー

3月16日

セレクション 受験票に記載されたセレクション特待生入学選考日

セレクション特待生入試内定書 郵送 セレクション後15日以内に発送

入学案内書類送付　

〇

―　※2

○

1通（セレクション特待生入試内定後、正式出願時に他書類と併せて提出）

1通　※4

―　※4

※WEB出願の場合は不要です

2023年11月1日（水）~2024年3月16日（土）

入学願書に貼付

書類審査

面接

実技試験（セレクション）

入学願書★

高等学校調査書 ※3

高等学校卒業証明書

カラー写真（3cm×2.5cm）

セレクション特待生入試
内定書★

試験内容

出願書類

出願期間（当校必着）

セレクション特待生 S級　入学金＋1年生次授業料100％免除
セレクション特待生 A級　1年生次授業料70％免除
セレクション特待生 B級　1年生次授業料50％免除
セレクション特待生 C級　1年生次授業料30％免除
セレクション特待生 D級　1年生次授業料15％免除
セレクション特待生 E級　1年生次授業料10％免除

合格特典

●2024年3月高等学校卒業見込みの者
●高等学校卒業者またはそれに準ずる学力があると認められた者で
　2024年3月31日現在で18歳に達する者 ※1
●高等学校卒業程度認定試験合格者

本校が実施するセレクションにおいて、セレクション特待生入試内定書
を受け取った方で、プロフットボール学科（他の学科は受験できません）
を志望する者

出願資格

高等学校卒業年度

出願基準

出願条件

1通

20,000円 ※郵送の場合、振込受取書（明細書）をセレクションエントリー
　シートの裏に貼付してください。

セレクション特待生入試
エントリーシート★事前提出書類

セレクションエントリー料

1通（写し）

本校専願のみ
（合格した場合、必ず入学することを前提として出願すること）

※1.高等学校卒業資格を持っていない者は、当校規程による入学資格審査を行います。
※2.書類選考の結果、必要に応じて面接を行う場合があります。
※3.高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書の写しを提出してください。
※4.大学・短大・専門学校卒業生は高等学校卒業証明書と高等学校調査書の他、最終学歴校の卒業証明書と成績証明書を
　　提出してください。（高等学校調査書の発行が不可能な場合に限り単位取得証明書でも可）

★は本校所定用紙を使用すること

必
着

必
着

1

3

4

正式出願期間 セレクション内定者5

書類選考 正式出願された提出書類により速やかに最終選考6

合格通知郵送 書類選考後15日以内に発送7

10

※WEBエントリ―も可能です

各1通（出願登録票には写真を貼付、受験票には63円切手を貼付してください）出願登録票・受験票 ※WEB出願の場合は不要です

※WEB出願も可能です
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一般入試 ―入学までの流れ― 一般入試 ―入試ガイド―

1 出願（入学願書提出）

2

3

出願（入学願書提出）受付後、本校より入学選考日が記載された受験票を郵送いたします。

受験票に記載された入学選考日と時間は必ず確認してください。
送付された受験票を大切に保管の上、入学選考を受験してください。

受験票の送付

入学選考

※入学選考料は20,000円です。入学選考料の納入方法については、15ページをご覧ください。

入学願書に必要な事項を記入して、期間内に郵送してください。
持参される場合は、本校の事務局へ直接提出してください。

出願期間：2023年10月1日(日)～2024年3月16日(土)必着

4 合格通知
入学選考後、合否通知を郵送いたします。発行の時期は、選考後15日以内です。
合格された方には以下の書類が同封されています。

合格通知書、入学手続案内

「入学手続案内」に添って入学手続きしてください。

入学手続き5

※入学手続期間内に手続きが完了できない場合は、必ずご連絡ください。

入学手続きの確認ができ次第、本校より「入学手続き完了証」を郵送いたします。
入学手続き完了証の送付

本校より「入学案内書類」を郵送いたします。
入学案内書類送付（３月予定）

４月に入学式を行い、授業開始となります。
入学式（4月）

6

7

8

一般入試 カレンダー

※WEB出願も可能です

※WEBによるエントリ―、出願については学校のホームページをご確認ください。

※1.高等学校卒業資格を持っていない者は、当校規程による入学資格審査を行います。
※2.高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書の写しを提出してください。
※3.大学・短大・専門学校卒業生は高等学校卒業証明書と高等学校調査書の他、最終学歴校の卒業証明書と成績証明書を
　　提出してください。（高等学校調査書の発行が不可能な場合に限り単位取得証明書でも可）

〇

〇

ー

1通

1通　※3

ー　※3

2023年10月1日（日）~2024年3月16日（土）

入学願書に貼付

書類審査

面接

実技試験（セレクション）

入学願書★

高等学校調査書 ※2

高等学校卒業証明書

カラー写真（3cm×2.5cm）

20,000円入学選考料（銀行振込）

試験内容

出願書類

出願期間（当校必着）

ー

★は本校所定用紙を使用すること

出願資格

出願条件

●2024年3月高等学校卒業見込みの者
●高等学校卒業者またはそれに準ずる学力があると認められた者で
　2024年3月31日現在で18歳に達する者 ※1
●高等学校卒業程度認定試験合格者

ー

高等学校卒業年度

出願基準

※郵送の場合、振込受取書（明細書）を入学願書の裏に貼付してください。

※WEB出願の場合は不要です

※WEB出願も可能です

各1通（出願登録票には写真を貼付、受験票には63円切手を貼付してください）出願登録票・受験票
※WEB出願の場合は不要です

10月 11月 12月 1月 2月 3月

入学選考 受験票に記載された入学選考日

合格通知郵送 選考後15日以内に発送

3

4

入学案内書類送付　7

出願期間1 3月16日必着
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出願に関する注意点（各入試共通） 2024 年 4月入学生　AOエントリーシート

学校使用欄

受 付 日

学校使用欄

学校法人栃木シティ学園 CITY FOOTBALL ACADEMYでは個人情報保護の重要性を認識し、入学願書に記載された個人情報を本校における出願処理、
願書不備の連絡（これは、在籍校に対し行うこともあります）、入学試験の実施、合否結果の通知、合格した場合の入学手続きに関する書類の送付・連絡、入学
時におけるチーム編成の利用に限定するとともに、管理と利用に万全の注意を払っております。

学科 学科
志望学科

第一志望学科 第二志望学科 第二志望学科がある場合のみ記入。第一志望学科に
不合格の場合、第二志望学科で自動的に選考します。

■個人情報の取扱いに関するご案内

〒329-4314 栃木県栃木市岩舟町小野寺2113-3 TEL: 0282-51-1557  FAX: 0282-51-1559

2023年6月1日（木）～9月30日（土） エントリー受付後
随時実施

エントリー受付期間 面接方式希望場所面接日

原則zoomでの
面接となります。

立 高等学校 科

科

年　月

大学・短期大学
卒業
・

卒業見込

卒業
・

卒業見込

卒業
・

卒業見込

年　月学部 学科

専修学校 年　月

退職
・

退職予定年　月年　月 入社

氏　　名

フ リ ガ ナ 国籍

第一志望学科を選択した理由

現 住 所

職　　歴

フ リ ガ ナ

（携帯可）
メールアドレス

最終学歴

〒□□□-□□□□

@
※@city-football-academy.jpからのメールを受信できるように設定してください。

※電話番号は必ず2つご記入ください。

携帯電話番号            -            -

カラー写真
のり付

3cm×2.5cm

保護者電話番号            -            -

正面・無背景・脱帽の
上半身像で最近3ヶ月
以内に撮影したもの

※

※

※※

※

年齢 歳西暦

社名

年 月 日生生年月日

合否発表

出願書類について

出願方法

複数の入試区分を併願する場合、共通する出願書類は重複して提出
する必要はありません。共通しない出願書類は全て提出してください。

出願書類は封筒に一括同封（入学選考料は銀行振込）し、
本校事務局に提出してください。
●受付時間/月曜日～金曜日　午前9:00～午後5:00
※土日・祝日・年末年始は休校日となり受付を実施しません。
　休校日：2023年12月28日（木）～2024年1月4日（木）

出願書類は封筒に一括同封（入学選考料は銀行振込）し、簡易書留で
郵送してください。

該当するすべての試験内容終了後15日以内に文書にて通知します。
電話などによる合否照会は一切受付けません。

持参による出願

郵送による出願

エントリーシート、入学願書はWEBで登録が可能です。
調査書、推薦書は封筒に入れ、簡易書留で郵送してください。WEBによる出願
※入学選考料は銀行振込でお支払いください。

入学選考料/セレクションエントリー料のお支払い方法（持参または郵送による出願の場合）

1 ） 入学選考料/セレクションエントリー料（20,000円）を金融機関窓口または銀行ATMから下記の口座に
 振り込んでください。

銀行名 ： 足利銀行 栃木支店 （金融機関コード0129 支店コード140）
預金種目 ： 普通
口座番号 ： 5540784
口座名 ： 学校法人栃木シティ学園
   ガク）トチギシティガクエン

4 ） セレクション特待生入試（プロフットボール学科）の受験者

 ●ATM振込みの場合は、明細書のコピーを取って保管し、原本はセレクション特待生入試エントリーシートの
 　裏面に貼付し送付してください。

 ●金融機関窓口で振込の場合は、振込受付証明書（出願書類提出用）をセレクション特待生入試エントリーシートの
 　裏面に貼付し送付してください。

3 ） 高校生特待生入試、大学生・社会人特待生入試、一般入試の受験者

 ●ATM振込みの場合は、明細書のコピーを取って保管し、原本は入学願書の裏面に貼付し送付してください。

 ●金融機関窓口で振込の場合は、振込受付証明書（出願書類提出用）を入学願書の裏面に貼付し送付してください。

2 ） 振込手数料は振込人様がご負担ください。

※該当箇所を○で囲む



学校使用欄

受 付 日

学校使用欄

〒329-4314 栃木県栃木市岩舟町小野寺2113-3 TEL: 0282-51-1557  FAX: 0282-51-1559

　　年　  月　  日

学科

西暦 年 月 日生 歳満生年月日

高校生特待生推薦書
学校法人 栃木シティ学園

□学校長  □進路指導担当  □担任  □部活動顧問

学校長様

推薦者氏名

高等学校名

印

志願者氏名

志望学科

　下記の生徒は貴校の高校特待生推薦入学基準を満たし、CITY FOOTBALL ACADEMY生
として適格と認めますので、ここに推薦いたします。

学校長、進路指導担当、学級担任、部活動顧問のいずれかの推薦があり、かつ下記①～②のどちらかに該当する者。

□欄に✓印を記入してください

□欄に✓印を記入してください

高校生特待生推薦基準 下記のいずれかを満たしていること。

□ ①高等学校調査書の学業評定平均値が3.3以上の者、又はいずれか１教科が3.7以上の者

□ ②生徒会長、学級委員長などのリーダー経験者
 　経験役職[　　　　　　　　　　　　　　]

高等学校
所在地

〒          -



1

2

3

4

推薦依頼について

学校法人 栃木シティ学園

高等学校校長様

出願基準について

推薦書の取扱について

申込み期間

合格通知

　本校入学選考にあたり、貴高等学校生徒で本校への進学を希望し、下記の要件に該当する
生徒がおりましたら、ご推薦のほどご依頼申し上げます。

高校生特待生入試 ―入試ガイド― 8ページの出願資格に準ずる。

　貴高等学校生徒で本校への進学を希望し、特待生推薦基準に該当する生徒がいらっ
しゃいましたら、その生徒の申し出により、裏面推薦書に署名・捺印の上、志望生徒にお渡し
願います。また、他の志望書類と共に一括して簡易書留郵便または持参して出願するように
ご指導願います。

2023年10月1日（日）~2024年3月16日（土）　
（但し定員になり次第、締切とさせていただきます）

入学選考実施後、本人宛に通知いたします。

学校使用欄

受 付 日

学校使用欄

〒329-4314 栃木県栃木市岩舟町小野寺2113-3 TEL: 0282-51-1557  FAX: 0282-51-1559

　　年　  月　  日

学科

大学生・社会人特待生自己推薦書
学校法人 栃木シティ学園

志願者氏名

志望学科

西暦 年 月 日生 歳満生年月日

　私は、次に述べる理由により、自身をCITY FOOTBALL ACADEMY生としてふさわしいと
考え、ここに自己推薦いたします。

自己推薦理由

〒329-4314 栃木県栃木市岩舟町小野寺2113-3 TEL: 0282-51-1557  FAX: 0282-51-1559

学校法人栃木シティ学園 CITY FOOTBALL ACADEMYでは個人情報保護の重要性を認識し、入学願書に記載された個人情報を本校における出願処理、
願書不備の連絡（これは、在籍校に対し行うこともあります）、入学試験の実施、合否結果の通知、合格した場合の入学手続きに関する書類の送付・連絡、入学
時におけるチーム編成の利用に限定するとともに、管理と利用に万全の注意を払っております。

■個人情報の取扱いに関するご案内

学校長様



プロフットボール学科

2024 年 4月入学生

セレクション特待生入試
エントリーシート（プロフットボール学科）

学校使用欄

受 付 日

学校使用欄

学校法人栃木シティ学園 CITY FOOTBALL ACADEMYでは個人情報保護の重要性を認識し、入学願書に記載された個人情報を本校における出願処理、
願書不備の連絡（これは、在籍校に対し行うこともあります）、入学試験の実施、合否結果の通知、合格した場合の入学手続きに関する書類の送付・連絡、入学
時におけるチーム編成の利用に限定するとともに、管理と利用に万全の注意を払っております。

志望学科

■個人情報の取扱いに関するご案内

〒329-4314 栃木県栃木市岩舟町小野寺2113-3 TEL: 0282-51-1557  FAX: 0282-51-1559

※該当箇所を○で囲む

立 高等学校 科

科

年　月

大学
・

短期大学
卒業
・

卒業見込

卒業
・

卒業見込

卒業
・

卒業見込

年　月学部 学科

専修学校 年　月

退職
・

退職予定
年　月年　月 入社

氏　　名

フ リ ガ ナ 国籍

志望学科を選択した理由・サッカー歴（ポジション含む）

現 住 所

職　　歴

フ リ ガ ナ

（携帯可）
メールアドレス

最終学歴

〒□□□-□□□□

@
※@city-football-academy.jpからのメールを受信できるように設定してください。

※電話番号は必ず2つご記入ください。

携帯電話番号            -            -

カラー写真
のり付

3cm×2.5cm

保護者電話番号            -            -

正面・無背景・脱帽の
上半身像で最近3ヶ月
以内に撮影したもの

※

※

※※

※

年齢
歳西暦

社名

年 月 日生
生年月日



2024 年 4月入学生 入学願書

学校使用欄

受 付 日

学校使用欄

学校法人栃木シティ学園 CITY FOOTBALL ACADEMYでは個人情報保護の重要性を認識し、入学願書に記載された個人情報を本校における出願処理、
願書不備の連絡（これは、在籍校に対し行うこともあります）、入学試験の実施、合否結果の通知、合格した場合の入学手続きに関する書類の送付・連絡、入学
時におけるチーム編成の利用に限定するとともに、管理と利用に万全の注意を払っております。

■個人情報の取扱いに関するご案内

〒329-4314 栃木県栃木市岩舟町小野寺2113-3 TEL: 0282-51-1557  FAX: 0282-51-1559

※

学科 学科
志望学科

入試区分

第一志望学科 第二志望学科 第二志望学科がある場合のみ記入。第一志望学科に
不合格の場合、第二志望学科を自動的に選考します。

AO入試 ・ 高校生特待生入試 ・ 大学生・社会人特待生入試 ・ セレクション特待生入試 ・ 一般入試

立 高等学校 科

科

年　月

大学
・

短期大学
卒業
・

卒業見込

卒業
・

卒業見込

卒業
・

卒業見込

年　月学部 学科

専修学校 年　月

退職
・

退職予定
年　月年　月 入社

氏　　名

フ リ ガ ナ 国籍

第一志望学科を選択した理由

現 住 所

職　　歴

フ リ ガ ナ

（携帯可）
メールアドレス

最終学歴

〒□□□-□□□□

@
※@city-football-academy.jpからのメールを受信できるように設定してください。

※電話番号は必ず2つご記入ください。

携帯電話番号            -            -

カラー写真
のり付

3cm×2.5cm

保護者電話番号            -            -

正面・無背景・脱帽の
上半身像で最近3ヶ月
以内に撮影したもの

※

※

※※

※

年齢
歳西暦

社名

年 月 日生
生年月日

セレクションエントリー科の振込受取書（明細書）　原本を貼付してください

※該当箇所を○で囲む



入学選考料の振込受取書（明細書）　原本を貼付してください

奨学金制度

各種教育ローン

自宅通学
 月額2万、3万、4万、5.3万から選択
自宅外通学
 月額2万、3万、4万、6万から選択

第1区分 自宅通学 月額 38,300円
 自宅外通学 月額 75,800円
第2区分 自宅通学 月額 25,600円
 自宅外通学 月額 50,600円
第3区分 自宅通学 月額 12,800円
 自宅外通学 月額 25,300円

月額2万～12万の間から1万円単位で選択

日本学生支援機構奨学金
（第一種）

日本学生支援機構奨学金
（高等教育の修学支援新制度）

日本学生支援機構奨学金
（第二種）

法律に基づく、広く一般的
な修学困難者が対象の制
度です。学力・家計の基準
があります。詳しくは下記
QRコードを読み込みご確
認ください。

地方自治体の
各市町村奨学金

各地方自治体では進学する学生を対象とした奨学金制度がある場合があります。
詳しくは各都道府県、各市・区役所、町役場までお問い合わせください。

名称 形態 金額 内容

貸与
（無利子）

給付

貸与
（有利子）

教育ローン 国や民間の金融機関で取り扱う教育ローンがあります。
詳細は日本政策金融公庫または民間の金融機関で確認してください。

名称 制度の内容

26

Q.

A.

よくある質問

学費は一括納入のみですか？

原則として年2回となります。入学時納入金は3月末まで、2回目納入金は9月末までに納入をお願いしております。

Q.

A.

学費が免除される制度はありますか？

特待生制度があり、合格特典に応じて授業料が免除されます。

Q.

A.

学費以外の費用はどのくらい掛かりますか？

施設整備費27万円／年、諸経費50万円／年、維持費16万円／年となります。詳しくはP４の学費一覧をご覧ください。

Q.

A.

学生寮はありますか？

将来的に建設は予定していますが、2023年4月時点ではございません。一人暮らしの場合は、近隣アパート等を
ご紹介させていただきますので、ご希望の場合は事務局までお問い合わせください。

Q.

A.

通学時における送迎バスの運行はありますか？

最寄り駅（栃木駅、岩舟駅）⇔学校間を運行しています。時刻表については入学が決まった学生にのみお知らせ
いたします。

Q.

A.

駐車場はありますか？車やバイクでの通学は可能ですか？

可能です。ただし台数に限りがあり、事前申請（免許証コピー等の提出）が必要になります。
駐車料金500円（税込）/月となります。



プロフェッショナルな環境で、
グローバルに活躍できる人材育成をめざす。

2023.04

事務局／〒329-4314 栃木県栃木市岩舟町小野寺2113番3
0282-51-1557
info@city-football-academy.jp

https://www.city-football-academy.jp

※「LUXPERIOR FOOTBALL PARK」・「CITY FOOTBALL STATION」は、 ㈱日本理化工業所が所有する施設です。

●最新情報（オープンキャンパスのスケジュール等）は学校のホームページをご確認ください。 

専修学校（専門課程）


