
 

 

日本ベンジャミン人間性英才学校
 

 

1. 出願資格  

日本ベンジャミン人間性英才学校（以下「本校」という）への

親権者の同意を得て自主的に学習できる者

・2022 年 3 月に中学校卒業見込みの者

・中学校卒業以上の 20歳までの者

 

 

2. 出願区分  

(1) 完全自由学年制  

   高校、大学、専門学校などの学校に通わずに入学する課程（

(2) 学校在学制  

高校、大学、専門学校などの学校に通いながら入学する課程

 

 

3. 教育期間  １年  (2022 年 4月 1

 

 

4. 学  費  

(1) 入 学 金： 20,000 円(税込)   

(2) 年間授業料：528,000 円(税込) 

※ワークショップをオフラインで

加費等は、別途各自負担とする。

※学費は、合格通知後 2週間以内に、全額一括で本校指定口座に振込により支払う

 

5. 入学審査    

(1) 選 考 料：8,000 円(税込)（出願時期により免除あり。免除額は

下記口座に選考料を振り込み、振込済みであることが確認できる書類（

トバンキングでの振込明細書等）を出願書類とともに

【選考料振込先】三菱

イツパンシヤダンホウジンアースシチズンズオーガニゼーシヨン

  選考方法：① 書類審査  

② 面接および人間性体験評価（書類選考通過者のみ）

   ※日程や会場等の詳細については、対象者に別途案内

 

 

6. 出願から入学までの日程  

 1 次募集 

出願期間  

2021 年 12 月**日

2021 年 12 月 31

【12月 31 日(金) 消印有効】

書類選考の合否通知 2022 年 1月 11 日(火

日本ベンジャミン人間性英才学校 2022 年度 生徒募集要項

日本ベンジャミン人間性英才学校（以下「本校」という）への出願希望者は、次のいずれかに該当し、かつ

の同意を得て自主的に学習できる者とする。 

月に中学校卒業見込みの者  

歳までの者   

高校、大学、専門学校などの学校に通わずに入学する課程（※学校を休学して入学することも可）

高校、大学、専門学校などの学校に通いながら入学する課程  

1 日〜2023 年 3月 31 日) 

   

オフラインで実施する場合、宿泊費、交通費、飲食費、また

とする。 

週間以内に、全額一括で本校指定口座に振込により支払う

（出願時期により免除あり。免除額は 6．を参照）

下記口座に選考料を振り込み、振込済みであることが確認できる書類（ATM での振込票やインターネッ

トバンキングでの振込明細書等）を出願書類とともに本校入学管理係宛に郵送

【選考料振込先】三菱 UFJ 銀行 上飯田支店 普通  008406

イツパンシヤダンホウジンアースシチズンズオーガニゼーシヨン

面接および人間性体験評価（書類選考通過者のみ）  

日程や会場等の詳細については、対象者に別途案内する。 

 2 次募集 

日( )～ 

31 日(金) 

消印有効】 

2022 年 1月 1日(土)～ 

2022 年１月 31日(月) 

【1月 31 日(月) 消印有効】 

2022

火)まで 2022 年 2月 10 日(木)まで 2022

生徒募集要項  

次のいずれかに該当し、かつ

学校を休学して入学することも可）  

また海外プログラムへの参

週間以内に、全額一括で本校指定口座に振込により支払う。 

） 

での振込票やインターネッ

郵送のこと 

0084061 

イツパンシヤダンホウジンアースシチズンズオーガニゼーシヨン 

3 次募集 

2022 年 2月 1日(火)～ 

2022 年 3月 18 日(金) 

【3月 18 日(金) 必着】 

2022 年 3月 25 日(金)まで 



 

 

面接及び人間性体

験評価  
2022 年 1月中

【詳細は出願者に別途案内】

最終合格発表  2022 年 1月 31 日(月

選考料 0 円（全額免除）

学費納入  

入学式  

 

7. 出願手続き  

出願手続き前に、パンフレットを必ず読んで出願

(1) 出願書類  ①入学願書、②自己紹介書、

     ⑤健康関連参照事項記録（学校保存用・生徒控え）

      ※各書類に記入する際は、黒のペンまたはボールペンを使用し、楷書で記入

消えるペンによる記入は不可）

※出願書類に記入や捺印漏れがない

(2) 出願方法郵便局の窓口で「書留」扱い

※封筒の表には「入学願書在中」と朱書き

(3) 留意事項  各出願期間を過ぎて到着したものは、次回分として受理

3次募集の出願期間を過ぎたものは、追加募集がある場合に限り受理

 

 

8. 合否通知  

(1) 書類選考の合否通知  

入学願書に記載された本人および

(2) 最終合格発表  

本人宛てに合否通知書を郵送する

 

 

9. 退学について 

本校に入学後、退学を希望する場合は、退学希望月の

入学金は返金しない。授業料は在籍期間に応じて、

  なお退学手数料として 50,000 円(税込

返還金額 = 年間授業料(528,000 円

 

 

10. 休学について 

  本校プログラムが年間を通じて順次履修することを前提に設定され

い。 

   

11. 禁止事項 

入学者又は保護者が、次の各項に該当した場合

この場合、入学金と授業料は返還し

・一般社団法人 Earth Citizens Organization

  る行為をした場合 

・講師・スタッフまたは他の生徒を暴言、暴行、その他の行為

月中  
に別途案内】 

2022 年 2月中  
【詳細は出願者に別途案内】 【詳細は

月)まで 2022 年 2月 28 日(月)まで 2022

円（全額免除） 4,000 円(税込)半額免除） 

最終合格発表後 2週間以内 

2022 年 4月予定（詳細は合格者に別途案内）

出願手続き前に、パンフレットを必ず読んで出願手続きをすること 

自己紹介書、③志願者紹介書、④選考料振込済確認書類

⑤健康関連参照事項記録（学校保存用・生徒控え） 

各書類に記入する際は、黒のペンまたはボールペンを使用し、楷書で記入

消えるペンによる記入は不可）のこと 

出願書類に記入や捺印漏れがないよう、十分に確認すること 

出願方法郵便局の窓口で「書留」扱いで郵送  

封筒の表には「入学願書在中」と朱書きのこと 

各出願期間を過ぎて到着したものは、次回分として受理する。 

次募集の出願期間を過ぎたものは、追加募集がある場合に限り受理

入学願書に記載された本人および親権者のメールアドレス宛てに個別に通知する

する。※3月以降に面接を受けた出願者にはメールで通知

本校に入学後、退学を希望する場合は、退学希望月の 5日までに本校事務局へ連絡

。授業料は在籍期間に応じて、1ヶ月授業料を 44,000 円(税込

税込)を返金額から控除する。 

円)－在籍期間の合計金額(44,000 円×在籍期間

プログラムが年間を通じて順次履修することを前提に設定されているため、休学は原則として認めな

に該当した場合、本校は入学者の資格を喪失させ、退学させることができ

この場合、入学金と授業料は返還しない。 

Earth Citizens Organization 及び本校、協力交流協定団体に対して日本の法令に

・講師・スタッフまたは他の生徒を暴言、暴行、その他の行為により、プログラム進行を妨害

2022 年 3月中  
【詳細は出願者に別途案内】 

2022 年 3月 31 日(木)まで 

8,000 円(税込) 

予定（詳細は合格者に別途案内） 

選考料振込済確認書類  

各書類に記入する際は、黒のペンまたはボールペンを使用し、楷書で記入（摩擦熱等でインクが

次募集の出願期間を過ぎたものは、追加募集がある場合に限り受理する。 

する。 

通知する。 

連絡するものとする。 

税込)として計算し返金する。 

円×在籍期間)－手数料(50,000 円) 

、休学は原則として認めな

、本校は入学者の資格を喪失させ、退学させることができる。

及び本校、協力交流協定団体に対して日本の法令に抵触す 

より、プログラム進行を妨害した場合 



 

 

・本校の運営を妨害または妨害するおそれのある行為

・その他法令、公序良俗に反する行為

・その他本校が不適切と判断した行為

12．入学欠格事由 

下記に該当する者は、入学できません

 ることができます。この場合、入学金と授業料は返還しません。

  ・入学者又は保護者が、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力

※注意事項 

日本ベンジャミン人間性英才学校は代替学校であり、学校教育法に基づく学歴として認められて

＜個人情報取り扱いに関する規約＞  

第 1条 (利用目的) 一般社団法人 Earth Citizens O
校（以下「学校」という）は、志願者の個人情報を

ルによる各種のご案内のために利用します。

第 2条 (安全管理) 本部及び学校は、志願者から頂いた個人情報を厳重に管理し、漏洩、改ざん等の防止対策を講じるものと

します。  

第 3条 (第三者に委託) 本部及び学校は、志願者の個人情報を第

人情報の事務処理（コンピューター事務など）を第

する個人情報に保護措置を講じた上で、委託をします。また委託先に対しては、

るよう、必要かつ適切な監督を行います。

第 4条 (提供の同意) 本部及び学校は、志願者の個人情報を共有し、相互間提供します。また志願者はこれに同意します。

第 5条 (第三者提供) 本部及び学校は、前条に規定する場合及びその他法令上認められる場合を除いて、予め志願者の同意を

得ずに、志願者の個人情報を第三者に提供することはありません。

第 6条 (開示・訂正等) 志願者は自分の個人情報の開示・訂正・追加または削除を希望する場合は本部及び学校に請求するこ

とができます。本部及び学校は志願者から連絡をいただいた場合には、適切かつ迅速な処理を行うよう努力します。

第 7条（協力交流協定団体への情報開示）本部及び学校は、協力交流協定を締結している株式会社

会社 HSP WORLD、特定非営利活動法人

志願者の個人情報を共有し、相互間利用します。また志願者はこれに同意します。

【入学願書の提出およびお問い合わせ先】

一般社団法人 Earth Citizens O

日本ベンジャミン人間性英才学校

〒461-0025 愛知県名古屋市東区徳川一丁目

TEL：052-307-1831  

 

または妨害するおそれのある行為をした場合 

・その他法令、公序良俗に反する行為をした場合 

・その他本校が不適切と判断した行為をした場合 

できません。入学後発覚した場合、本校は入学者の資格を喪失させ、

ることができます。この場合、入学金と授業料は返還しません。 

、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力に所属する

 

日本ベンジャミン人間性英才学校は代替学校であり、学校教育法に基づく学歴として認められて

Earth Citizens Organization（以下「本部」という）及び日本ベンジャミン人間性英才学

校（以下「学校」という）は、志願者の個人情報を(1)入学管理業務、(2)郵送、電話、ファクシミリ、または電子メー

ルによる各種のご案内のために利用します。  

本部及び学校は、志願者から頂いた個人情報を厳重に管理し、漏洩、改ざん等の防止対策を講じるものと

本部及び学校は、志願者の個人情報を第 1条の利用目的を達成するのに必要な範囲内で、志願者の個

人情報の事務処理（コンピューター事務など）を第 3者に委託する場合があります。この場合、本部及び学校は、委託

する個人情報に保護措置を講じた上で、委託をします。また委託先に対しては、委託した個人情報の

るよう、必要かつ適切な監督を行います。  

本部及び学校は、志願者の個人情報を共有し、相互間提供します。また志願者はこれに同意します。

本部及び学校は、前条に規定する場合及びその他法令上認められる場合を除いて、予め志願者の同意を

得ずに、志願者の個人情報を第三者に提供することはありません。  

志願者は自分の個人情報の開示・訂正・追加または削除を希望する場合は本部及び学校に請求するこ

学校は志願者から連絡をいただいた場合には、適切かつ迅速な処理を行うよう努力します。

条（協力交流協定団体への情報開示）本部及び学校は、協力交流協定を締結している株式会社

、特定非営利活動法人 IBREA JAPAN、株式会社日本 BRC に対し、協定書が定める相互協力の範囲内で、

志願者の個人情報を共有し、相互間利用します。また志願者はこれに同意します。 

【入学願書の提出およびお問い合わせ先】 

Earth Citizens Organization 

日本ベンジャミン人間性英才学校 入学管理係  

愛知県名古屋市東区徳川一丁目 901 番地 サンエース徳川

1831  E-mail：info@benjaminschool.org 

本校は入学者の資格を喪失させ、退学させ 

に所属する者 

日本ベンジャミン人間性英才学校は代替学校であり、学校教育法に基づく学歴として認められていません。 

（以下「本部」という）及び日本ベンジャミン人間性英才学

郵送、電話、ファクシミリ、または電子メー

本部及び学校は、志願者から頂いた個人情報を厳重に管理し、漏洩、改ざん等の防止対策を講じるものと

条の利用目的を達成するのに必要な範囲内で、志願者の個

者に委託する場合があります。この場合、本部及び学校は、委託

委託した個人情報の安全管理が図られ

本部及び学校は、志願者の個人情報を共有し、相互間提供します。また志願者はこれに同意します。  

本部及び学校は、前条に規定する場合及びその他法令上認められる場合を除いて、予め志願者の同意を

志願者は自分の個人情報の開示・訂正・追加または削除を希望する場合は本部及び学校に請求するこ

学校は志願者から連絡をいただいた場合には、適切かつ迅速な処理を行うよう努力します。 

条（協力交流協定団体への情報開示）本部及び学校は、協力交流協定を締結している株式会社 DAHN WORLD JAPAN、株式

に対し、協定書が定める相互協力の範囲内で、

サンエース徳川 4階   


