
学費／教科書 ・ 教具／スクーリング／制服の費用

納入スケジュール／ Q&A

学費・諸費用

2021年度

シミュレーションシート

学費Ｑ＆Ａ

高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、 教育の実質的な機会均等に寄与する
ことを目的としています。
国公私立問わず、 高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯 （※年収約910万円未満の世帯） の
生徒に対して、 授業料に充てるため、 国において高等学校等就学支援金を支給します。
※両親のうちどちらか一方が働き、 高校生一人 （16歳以上）、 中学生一人の子供がいる世帯

北海道高等学校奨学会では、 北海道芸術高等学校に通う生徒の皆さんに奨学金をお貸しします。
中学校から予約できる場合と高校から新規で申請する2つの方法があります。
保証人が2名必要になります。 入学後でも申請できますが、 中学校で予約をする方がスムーズです。

就学支援金ってなんですか？

その他受けられる学費支援制度や教育ローンはありませんか？

北海道奨学金って何？奨学金を借りられる条件とは？

生活保護世帯などの方を対象とした社会福祉協議会などの支援制度もあります。
各市町村により実施しているサポートもあるので、 ぜひ問い合わせをしてみてください。
また提携教育ローンとしてSMBCファイナンス株式会社・株式会社オリエントコーポレーションがあります。

奨学金を利用される方
北海道奨学会…北海道奨学会の申し込みは、 中学校から予約する場合と高校から新規で申請する方法があります。

学費案内

635,640円

初回納入額

215,640 円

月額の貸付

月額 35,000 円
×12 か月

合計 420,000 円借入

＋＝

初回納入額は、 学費請求案内が届いてから 2 週間以内の納入になります。
月額 35,000 円の貸付申込を申請していただきます。
奨学金は学校に支給され、 学費に充当されます。
返済は卒業後となります。

様々な奨学金があります。 市町村で違いがあるのでぜひ調べていただければと思います。

給付型奨学金 貸与型奨学金
札幌市奨学金・小樽市奨学金・登別育英会　　
など

旭川市奨学金／苫小牧市育英会／室蘭・南条育英会
岩見沢育英会　　など

教育ローンを利用される方
SMBC ファイナンスサービス株式会社
（セディナ）
株式会社オリエントコーポレーション
詳しくは各社の HP をご確認ください。

学費案内

635,640円

初回納入額

203,640 円

教育ローン支払い額

月額 36,686 円※
×12 か月

合計 432,000 円借入

＋＝

提携教育ローン
提携先 SMBC ファイナンスサービス株式会社 （セディナ）
　　　　　　　　　（株） オリエントコーポレーション
借入金額 当年度の学費相当額に一致する金額
資金使途 入学金、 授業料、 教科書教材費、
　　　　　　　　　　スクーリング費用など学校へ納付する学納金
納付金入金 提携先から学校指定口座振込み
金利 3.5% （固定）
特長 原則連帯保証人不要、 繰り上げ返済可、 審査最短 1 日

SMBC ファイナンスサービス
株式会社 （セディナ）

（株） オリエントコーポ
レーション

※「ご返済例はあくまでも目安となります。 また、 最終回支払額は表示金額と異なりますので、
詳細は各社ＷＥＢサイトから専用シミュレーションサイトにてご確認ください。」



学　費

教科書・教具 スクーリング

制服

※美容師コースは上記学費にプラスして、 ベルエポック美容専門学校通信制の学費が別途必要です。 別紙資料をご確認ください。

札幌学習センター

入学金 授業料 施設・設備 費 実習費 行事費

50,000 円 24,000 円360,000 円

サポート授業料

312,000 円 30,000 円54,000 円

北海道芸術高等学校 札幌サテライトキャンパス
合　計

830,000 円

３年間の学費（概算）　※世帯年収：590万〜910万、 制服：男性、 スクーリング

590万未満 590万～910万 910万以上
１年次 470,000 685,640 830,000
２年次 420,000 635,640 780,000
３年次 612,000 712,632 780,000
計 1,502,000 2,033,912 2,390,000

（単位 : 円）

（単位 : 円）

（単位 : 円）

（単位 : 円）（単位 : 円）

※エリアにより通学も可能です。

男子基本セット 82,786
女子基本セット 71,588

実質の学費負担額 （高等学校就学支援金を利用した場合）

教具・教科書等の納入 150,000 円～ 250,000円２月頃

制服の納入 70,000円～ 80,000円３月頃

本校スクーリング 74,800円7 月頃

➡

入学金の納入➡ 50,000円
入学金は1週間以内に振り込んでください。
入学金納入後、 学籍番号が発番されます。
教育ローンなどの手続きに必要です。

学費は2週間以内に振込をしてください。

一般入学 （併願） を希望されている方は

納入期限を3月中旬まで延期することが

可能です。 納入期限を過ぎる場合には

必ずご連絡をお願いします。

本校の学費請求は予め就学支援金を受ける

ことを前提にしています。

※注１

世帯収入590万円～910万円未満程度

対象の方が多く学費830,000円から予め

144,360円を減額しています。

※世帯収入が910万円以上の支給対象外に

なった家庭は、 11月頃　追加請求があります。

教科書・教具はコースによって金額が異なります。

昨年の金額を参考にしてください。

本校スクーリングは、 原則宿泊となります。
エリアにより通学も可能です。
本校スクーリングの費用は出発する2か月
前頃に納入

特別推薦／ 12 月～

自己推薦／ 1 月末～

学費の納入

①一括納入 ②奨学金利用 ③分割利用

２月頃

３つのパターンのいずれかを選択

635,640円 ０円～215,640円

合格通知を受け取ったら

POINT

制服の購入は任意です。
登校の際には服装に決まりはありません。
ただし入学式・卒業式など式典に適した
服装をお願いしています。

POINT

POINT

奨学金を申請する際には、
連帯保証人が１名必要です。

奨学金は北海道奨学会から学校に支給され、

学費に充当されます。

学校提携の教育ローンに関しても、 ローン会社から

直接学校に振り込まれ、 学費に充当されます。

POINT

11月頃、 高等学校等就学支援金に該当しない
家庭には、 追加請求があります。

2月頃、 高等学校等就学支援金の加算があり、
世帯収入に応じて還付金があります。

POINT

入学おめでとうございます。

※学校→ご家庭へ還付

還付金
（対象者） 215,640 円還付翌年２月頃

翌年２月頃

下記の世帯は高等学校等就学支援金の加算があります。

下記の世帯は高等学校等就学支援金の加算がありますが、 既に学費に充当しています。

高等学校等就学支援金が該当しない場合は追加請求があります。

世帯収入590万円
未満程度対象

世帯収入590～910万円
未満程度対象

還付金
（対象者）

１１月頃 910万円以上程度
追加請求
（対象者） 144,436 円請求

還付金 0 円

144,436円の加算→既に学費に充当しているため

【初年度の学費納入スケジュール】

2021年度実績

※教材費にはiPadの料金も含みます。

2021年度実績

2021年度実績

宿泊スクーリング 74,800１年次 ２年次 ３年次 合計
マンガ・イラスト 221,302 149,627 173,607 544,536
声優 153,766 160,372 176,949 491,087
ファッションビューティー 291,878 207,561 187,416 686,855
美容師 291,878 210,311 190,331 692,520
ミュージック 157,376 155,072 179,272 491,720
ダンス 152,266 149,022 176,852 478,140

学費－
就学支援金

教具
制服

（男性）
スクーリング 合計

マンガ・イラスト 2,033,912 544,536 82,786 224,400 2,885,634

声優 2,033,912 491,087 82,786 224,400 2,832,185

ファッション・ビューティー 2,033,912 686,855 82,786 224,400 3,027,953

美容師 2,033,912 692,520 82,786 224,400 3,033,618

ミュージック 2,033,912 491,720 82,786 224,400 2,832,818

ダンス 2,033,912 478,140 82,786 224,400 2,819,238

学費 830,000
入学金 50,000

就学支援金 144,360
635,640

学費 830,000
入学金 50,000

就学支援金 144,360
奨学金 420,000

215,640

学費 830,000
入学金 50,000

就学支援金 144,360
教育ローン 635,640

0
※教育ローンの詳細は別紙参照※奨学金の詳細は裏面参照
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