


申し込みから開講までの流れ

代々木ゼミナール造形学校では美術大学・高校受験を検討されている方を対象に、ガイダンス・体験授業を行っています。美大受験に関する
疑問に講師と職員がお答えしますので、ぜひイベントにご参加ください。詳細は、別紙体験イベント案内または、ホームページをご覧ください。
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【実技】夜間部・夜間基礎部初講日
　４月10日（月）　
　４月12日（水）　
　４月14日（金）
【実技】土日部・土日基礎部初講日
　４月１5日（土）　
　４月１6日（日）　　　

造形スカラシップ応募受付期間
　3月1日（水）～3月31日（金）　  　
　
造形スカラシップ選考試験実施期間
　3月1日（水）～４月4日（火）

詳細はP.13へ
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１０：００

受付開始
2月１5日（水）

①入学・入会希望講座を決める コース・講座の詳細については、本規定の該当ページをご確認ください。

代ゼミを、見る。知る。体験する。

安心して当校に通っていただけるよう入学・入会前に不明点や不安などをぜひご相談ください。②ご相談・校舎見学

昼間部への入学 夜間部/土日部/
夜間基礎部/土日基礎部/学科
造形ジュニアこども絵画教室への入会

（造形本科）

（造形メイト）

高卒生
対象

Ｐ．2 Ｐ．4

③申込手続

④学生証交付
　 ※１階受付窓口でお受け取りください。

④代ゼミメイトカード（新規の方）・受講証交付
　 ※１階受付窓口でお受け取りください。

昼間部　新学期開講　4月10日（月） 造形メイト　新学期開講　4月10日（月）

入学規定

■造形本科【高卒】
　昼間部

●年間コース（4月～２０２4年３月）： 昼間部
　油画科/日本画科/彫刻科/デザイン・工芸科

窓口申込必要書類

電話申込方法

代々木ゼミナール造形学校にお電話ください。
　　０１２０-７１-４３０５　時間／１０：００～１７：００

※夜間部・土日部・夜間基礎部・土日基礎部の口座振替による分割払い申込（高校生・中学生対象）につきましては、各対象ページをご覧ください。

窓口申込方法

※講習会・個別指導アトリエのみをお申し込みの場合は、入会金は掛かりません。
※「お支払いのご案内」に記載されている内容（金額・講座）を変更しての受け付けはできません。
※払込期限までに授業料を納入されない場合は、申し込みは無効になります。

※銀行からのお振り込みの場合、手数料はお客様のご負担になります。
※１回の納入額が３０万円を超える場合、コンビニエンスストアからの納入はできません。
※受取人名義は「ＳＭＢＣファイナンスサービス」となります。

＜窓口受付時間＞
平日（月～土）／１０：００～１８：００　日曜・祝日／８：３０～１７：００

校外生
初めてお申し込みの方
（右記以外）

●

在籍区分

必要書類

●

ー

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

2023年度
造形本科生
造形メイト会員

2022年度
造形本科生
造形メイト会員

2021年度
造形本科生
造形メイト会員

講座申込書

写真（３ｃｍ×３ｃｍ）２枚

造形本科学生証 または メイトカード

上記必要書類を造形学校受付窓口にご提出ください。
※講座申込書は受付窓口で配布しています。

「お支払いのご案内」をご確認の上、銀行、郵便局、指定のコンビニエンスストアから、授業料を納入してください。

授業料の収納を代行する「ＳＭＢＣファイナンスサービス」より「お支払いのご案内」をお送りします。
※申込日より７日以内に届かない場合は、造形学校事務局までお問い合わせください。

お電話にて下記の項目をお聞きします。
●氏名
●性別
●生年月日（西暦）
●年齢

●出身高校（中学校・小学校）
●学年（卒業年）
●住所
●電話番号（自宅・携帯番号）
●緊急時連絡先

●保護者氏名
●保護者住所
●申込希望講座番号等

高卒生
小中高生
 対象

大学受験科

入学手続方法・
学費・特典等の
ご案内

4/10（月）
開講

新学期

高卒生
 対象

◎学費・特典／P.3　◎申し込みにあたっての注意事項／P.11

入
学
規
定

●初回授業時にお渡しする「造形学校進学指導票」「写真・映像等の撮影・掲載承諾書」はご記入のうえ、「写真（3cm×3cm）×２枚」と共に事務局へご提出ください。
●新型コロナウイルス感染拡大の影響により、授業スケジュールを変更する場合があります。



設置コースと学費［年間募集の講座］
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油画科 AC

昼
間
部

造
形
本
科

日本画科 AD

彫刻科 AE

デザイン・工芸科 AF
芸大コース

デザイン・工芸科 AG
私大コース

コースコード

001

002

003

004

005

曜日・時間 入学金
完納
年間学費 入学手続時 第2回納入期限

7月12日

分納の場合
コース名

月～土
9：30～16：30

月～金
9：30～16：30

高卒生 対象講座

授業料減額について

●前年度（2022年度）の代ゼミ在籍生は、昼間部へ年間入学する
　場合、下記の通り授業料の一部を減額します。
●入学手続後に授業料減額に必要な書類の提出があっても、返金
　はできませんのでご注意ください。

●造形スカラシップ生に認定された方は、選考試験成績に応じて
　授業料が減額されます。詳細はP.13をご覧ください。

手続期限　＜２０23年４月9日（日）＞                                                                                             

②造形スカラシップ制度（選考試験）による授業料一部減額

●出身校の先生よりご推薦をいただいた場合は、授業料の一部（１5
　万円）が減額されます。詳細はお問い合わせください。

手続期限　＜２０23年４月9日（日）＞

③出身校の先生ご推薦による授業料一部減額

昼間部（造形本科）にご入学の場合、以下①～⑥の授業料一部減額特典や支援制度を利用できます。
ただし併用はできませんのでご注意ください。

２０22年度在籍区分

造形本科生

模試メイト生

授業料 必要書類

   高卒メイト会員
   高校メイト会員
講習会・セミナーメイト生

￥100,000減額

￥100,000減額

￥  ５0,000減額

2022年度学生証

2022年度メイトカード

または代ゼミ模試個人成績表、受験票
2022年度メイトカード

●高校を2023年３月卒業見込の方で、保護者（両親合算）の前年
　度の総所得が２１８万円（給与収入のみの場合は４００万円）以下
　でかつ成績優秀な方については、造形本科年間授業料の一部
　（３５万円）を免除します。申請にあたっては指定の申請書（造形
　学校にご請求ください。）に保護者（両親）の前年度の所得を証明
　する書類（源泉徴収票または所得証明書）及び成績を証する書類
　（調査書等）を添付し、造形学校受付窓口にご提出ください。

申請期限　＜２０23年４月30日（日）＞

④経済的支援制度

●災害被災者に対するスカラシップ（被災者支援制度）：２０22年度
　（２０22年４月１日～２０23年３月３１日）に災害救助法の適用を受
　けた地域に居住している場合、造形本科年間授業料の一部（２５万
　円）を免除します。申請にあたっては居住地自治体が発行する
　「被（り）災証明書」を添付してください。

申請期限　＜２０23年４月30日（日）＞

⑤被災者支援制度

●早期に昼間部の申込手続（入学願書など必要書類を提出）をした
　場合、授業料の一部（10万円）が減額されます。
　詳しくは当校ホームページをご覧ください。

手続期限　＜２０23年3月24日（金）＞

⑥早期申込割引（早割）

学科（単科ゼミ）授業料の優待
昼間部生（新学期入学、２・３学期入学共に）は、本部校はじめ各校舎で行
われる学科の単科ゼミ（年間・学期申込）を通常授業料の半額で受講でき
ます。※一部適用外の講座があります。
※造形学校の学科についてはP.9をご覧ください。

公開模試受験料の優待
対象となる模試や実施日程など、詳しくは学生手帳をご覧ください。

講習会授業料の優待
昼間部生（新学期入学、２・３学期入学共に）は、春期講習会、夏期講習
会、冬期講習会の各コースを本科・メイト生授業料で受講できます。
※入試直前講習会は３学期の授業と重複するため申込不要です。

通学定期・学割・通学方法について
昼間部に年間を通して在籍する方は、通学定期の購入および旅客運賃の
割引(学割)が受けられます。通学定期の区間は造形学校と現住所の最短
距離に限定されます。指定駅はＪＲ原宿駅または東京メトロ明治神宮前〈原
宿〉駅となります。また自転車・自動車・オートバイ・原付通学は禁止します。
●２・３学期入学の方は、交通機関の規定により通学定期・学割の利用は
できません。

造形本科生の特典とサポート

￥500,000 ￥250,000

￥250,000

￥750,000

￥700,000

￥100,000

￥450,000

入会規定

◎特典／P.10　◎申し込みにあたっての注意事項／P.11

造形メイト、講習会・セミナーメイト

入会手続方法・
授業料・特典等の
ご案内

4/10（月）～
開講

新学期

高卒生
小中高生
 対象

●夜間部・土日部・夜間基礎部・土日基礎部・学科・造形ジュニア（４月～２０24年３月）
　油画科/日本画科/彫刻科/デザイン・工芸科/建築科/芸術学科/先端芸術表現科/
　基礎科/学科/造形ジュニアこども絵画教室

●個別指導アトリエ

①前年度在籍による授業料一部減額

■造形メイト会員【高卒・高３・高２・高１・中学生・小学生】 
　夜間部／土日部　▶ P.5
　夜間基礎部／土日基礎部　▶ P.7
　学科／造形ジュニアこども絵画教室　▶ P.9

■個別指導アトリエ【高卒・高３・高２・高１】 　▶ P.9

入
学
規
定

入
会
規
定
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設置講座と授業料

学期スケジュール

夜
間
部

土
日
部

造
形
メ
イ
ト
会
員

講座番号

油画科
（月～金） 102-0080

日本画科
（月～金） 102-0100

彫刻科
（月～金） 102-0120

デザイン・工芸科
（月～金） 102-0160

油画科
（水～金+土） 102-0081

日本画科
（水～金+土） 102-0101

彫刻科
（水～金+土） 102-0121

デザイン・工芸科
（水～金+土） 102-0161

デザイン・工芸科
私大土日コース 102-0162

建築科
芸大コース 102-0210

建築科
美大コース 102-0211

建築科
工学コース 102-0212

芸術学科
東京芸大コース 102-0280

先端芸術表現科
映像・アニメーション 102-0230

曜日・時間講座名

月～金
17：10～20：10
（3h）

土
14：00～20：00

日
9：30～16：30

日
9：30～16：30

土or日より1日選択
土

14：00～20：00
日

9：30～16：30

水～金
17：10～20：10
（3h）

土
14：00～20：00
（6h）

￥448,000
（税込）

￥166,400
（税込）

￥329,000
（税込）

￥122,200
（税込）

￥208,000
（税込）

￥560,000
（税込）

￥392,000
（税込）
パターン：B

￥296,000
（税込）
パターン：C

￥480,000
（税込）
パターン：A

高3生・高卒生 対象講座
授業料

年間
学期申込年間パック

１学期のみ

（6h）

（6h）

（6h）

年間または学期の講座をお申し込みされる中学生、高校生または高卒生（造形本科以外）は入会金と授業料のお支払いが必要です。申込
後は、「造形メイト会員」として登録されます（２０23年度内有効）。
※年間パックでお申し込みの場合は、初回支払時に授業料とともにお支払いいただきます。入会金の免除特典に関しましてはP.10をご覧く
　ださい。
※各講習会、個別指導アトリエは造形メイト会員入会対象講座ではありませんので入会金は必要ありません。

※学期申込の「年間」の授業料は、学期ごとにお申し込みされる場合の合計金額になります。
※学科講座に関してはP.9をご覧ください。
※お申し込みの際はP.11の《申し込みにあたっての注意事項》を必ずご確認ください。

入会金　￥16，5００ （税込）

造形メイト会員入会について

■夜間部／土日部

年間パック支払金額

年間パック 学期申込
年間まとめて申し込みができ授業料もお得になるパックで、
口座振替による分割払いが可能です。
夜間部は¥80,000、土日部は最大で¥56,000お安く受講でき
ます。
※高卒生はご利用できません。

手続期限 ＜４月30日（日）＞                                             

第１学期・第２学期・第３学期のそれぞれの授業料を個別にお支
払いすることが可能です。
［受付開始予定］第２学期： ７月１日（土）
　　　　　　　  第３学期：１２月１日（金）
※土日部優待制度（P.13）をご利用の方は、年間（第１学期～
第３学期まとめて）のお申し込みになります。

以下の「年間パック」、「学期申込」より授業料の支払方法をお選びください。
※いずれも学科講座・各講習会講座は含まれていません。別途お申し込みが必要です。

支払方法について

￥480,000（税込）パターン：A ￥120,000（税込） ￥60,000（税込）

￥392,000（税込）パターン：B ￥98,000（税込） ￥49,000（税込）

￥296,000（税込）パターン：C ￥74,000（税込） ￥37,000（税込）

一括払い支払回数
パターン ４回払い ８回払いお支払いの回数は一括、４回、８回から選択可能です。

お申し込みの際に支払回数をお伝えください。
※初回支払時に入会金（¥16,500）をお支払いいただきます。
※２回目以降のお支払いは原則としてご登録の金融機関から口座
　振替となります。

第3学期 ２０２4年1月8日（祝・月）～3月9日（土）
第2学期 9月4日（月）～12月2日（土）
第1学期

9週
13週
13週4月10日（月）～7月8日（土）

第3学期 ２０２4年1月13日（土）～3月１0日（日）
第2学期 9月9日（土）～12月3日（日）
第1学期

9週
13週
13週4月１5日（土）～7月9日（日）

夜間部 土日部 ※初回授業時にお渡しする「造形学校進学指導票」「写真・映像等の撮影・掲載
　承諾書」はご記入のうえ、「写真（3cm×3cm）×２枚」と共に事務局へご提出
　ください。

申込手続の流れ

「年間パック」の場合 「学期申込」の場合

※「お支払いのご案内」に記載されている内容（金額・講座）を変更しての受け付けはできま
　せん。
※払込期限までに授業料を納入されない場合は、申し込みは無効になります。

※銀行からのお振り込みの場合、手数料はお客様のご負担になります。
※１回の納入額が３０万円を超える場合、コンビニエンスストアからの納入はできません。
※受取人名義は「ＳＭＢＣファイナンスサービス」となります。

「お支払いのご案内」をご確認の上、銀行、郵便局、指定のコンビニエンスストアから、授業料を納入してください。

授業料の収納を代行する「ＳＭＢＣファイナンスサービス」より
初回支払分の「お支払いのご案内」をお送りします。

代ゼミメイトカード・受講証を交付します。初講日に受付窓口にてお受け取りください。

２回目以降のお支払いは、毎月２７日（土日祝の場合は翌営業日）に
ご登録の金融機関から口座振替となります。

分割払いご希望の方は「年間パック申込書」と「預金口座振替依頼書」に
必要事項をご記入・捺印の上、造形学校窓口に提出してください。

※「年間パック申込書」と「預金口座振替依頼書」は造形学校窓口で配付しています。
※「預金口座振替依頼書」は、保護者の方がご記入ください。
　引き落としを希望される口座の、金融機関へのお届け印の捺印が必要です。
※一括払いの方は、「預金口座振替依頼書」の提出は不要です。

授業料の収納を代行する「ＳＭＢＣファイナンスサービス」より
「お支払いのご案内」をお送りします。
※申込日より７日以内に届かない場合は、造形学校事務局までお問い合わせください。

造形学校窓口もしくは電話にて、申込講座・支払回数をお伝えください。

※事務手続上、口座振替の登録には1～2か月程度お時間をいただくため、分割2回目以
　降も払込票でのお支払いとなる場合があります。
※止むを得ない理由で口座振替ができなかった場合は、払込票でのお支払いとなります。
　翌月中旬頃までに払込票を送付いたします。

※2021年度、2022年度在籍生以外は初回支払時に入会金（¥16,500）をお支払いいただ
　きます。
※申込日より７日以内に届かない場合は、造形学校事務局までお問い合わせください。

※「講座申込書」は造形学校窓口で配付しています。

■窓口申込
　「講座申込書」に必要事項をご記入の上、窓口に提出してください。

●氏名
●性別
●生年月日（西暦）
●年齢

●保護者氏名
●保護者住所
●申込希望講座

●在籍（出身）高校、中学校
●学年（卒業年）
●住所
●電話番号（自宅・携帯）
●緊急時連絡先

■電話申込
　お電話にて下記の項目をお聞きします。

造形学校窓口または電話にてお申し込みください。

高３生
高卒生

対象

P.11の
注意事項を
ご確認ください

入
会
規
定（
夜
間
部・土
日
部
）

入
会
規
定（
夜
間
部・土
日
部
）
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入
会
規
定（
夜
間
基
礎
部・土
日
基
礎
部
）

入
会
規
定（
夜
間
基
礎
部・土
日
基
礎
部
）

設置講座と授業料

夜
間
基
礎
部

土
日
基
礎
部

造
形
メ
イ
ト
会
員

講座番号

基礎科
高校生　月火コース 102-0250

基礎科
高校生　水木コース 102-0251

基礎科
高校生　金土コース 102-0252

油画科 日本画科 彫刻科
高校生　土曜コース 102-0140

デザイン・工芸科
高校生　土曜コース 102-0163

基礎科
高校生　土曜コース 102-0253

先端芸術表現科
高校生　日曜コース 102-0231

芸術学科
芸大基礎コース 102-0281

基礎科
中学生コース 102-0254

曜日・時間講座名

月火
17：10～20：10
（3h）
水木

17：10～20：10
（3h）

日
9：30～16：30
（6h）
日

13：30～16：30
（3h）

月～金 17:10～20:10
土 14:00～20:00
より３時間選択

金土
17：10～20：10
（3h）

油画科
高校生　基礎コース 102-0082

日本画科
高校生　基礎コース 102-0102

彫刻科
高校生　基礎コース 102-0122

以下より6時間選択
①水～土

17：10～20：10
（3h）
②土

14:00～20:00
（6h）

土
14：00～20：00
（6h） ￥329,000

（税込）
￥122,200
（税込）

￥164,500
（税込）

￥61,100
（税込）

￥122,200
（税込）

￥329,000
（税込）

￥288,000
（税込）
パターン：D

￥144,000
（税込）
パターン：E

￥288,000
（税込）
パターン：D

高校生・中学生 対象講座
授業料

年間
学期申込年間パック

１学期のみ

年間または学期の講座をお申し込みされる中学生、高校生または高卒生（造形本科以外）は入会金と授業料のお支払いが必要です。申込後
は、「造形メイト会員」として登録されます（２０23年度内有効）。
※年間パックでお申し込みの場合は、初回支払時に授業料とともにお支払いいただきます。入会金の免除特典に関しましてはP.10をご覧く
　ださい。
※各講習会、個別指導アトリエは造形メイト会員入会対象講座ではありませんので入会金は必要ありません。

※学期申込の「年間」の授業料は、学期ごとにお申し込みされる場合の合計金額になります。まとめてのお申し込みはできません。
※年間でお申し込みの場合は「年間パック」をご利用ください。
※学科講座に関してはP.9をご覧ください。
※お申し込みの際はP.11の《申し込みにあたっての注意事項》を必ずご確認ください。

基礎科（高校生・中学生）のみ欠席振替を利用できます。利用する場合は事前に事務局もしくは基礎科担当講師へお申し出ください。
※振替は同一学期内でのみ可能です。次の学期への持越しはできません。
※振替日程により、カリキュラムが変更になることがあります。ご了承ください。

入会金　￥16，5００ （税込）

造形メイト会員入会について

■夜間基礎部／土日基礎部

年間パック支払金額

以下の「年間パック」、「学期申込」より授業料の支払方法をお選びください。
※いずれも学科講座・各講習会講座は含まれていません。別途お申し込みが必要です。

支払方法について

￥288,000（税込）パターン：D ￥72,000（税込） ￥36,000（税込）

￥144,000（税込）パターン：E ￥36,000（税込） ￥18,000（税込）

一括払い支払回数
パターン ４回払い ８回払いお支払いの回数は一括、４回、８回から選択可能です。

お申し込みの際に支払回数をお伝えください。
※初回支払時に入会金（¥16,500）をお支払いいただきます。
２回目以降のお支払いは原則としてご登録の金融機関からの口座
振替となります。

※初回授業時にお渡しする「造形学校進学指導票」「写真・映像等の撮影・掲載
　承諾書」はご記入のうえ、「写真（3cm×3cm）×２枚」と共に事務局へご提出
　ください。

申込手続の流れ

「年間パック」の場合 「学期申込」の場合

※「お支払いのご案内」に記載されている内容（金額・講座）を変更しての受け付けはできま
　せん。
※払込期限までに授業料を納入されない場合は、申し込みは無効になります。

※銀行からのお振り込みの場合、手数料はお客様のご負担になります。
※１回の納入額が３０万円を超える場合、コンビニエンスストアからの納入はできません。
※受取人名義は「ＳＭＢＣファイナンスサービス」となります。

「お支払いのご案内」をご確認の上、銀行、郵便局、指定のコンビニエンスストアから、授業料を納入してください。

授業料の収納を代行する「ＳＭＢＣファイナンスサービス」より
初回支払分の「お支払いのご案内」をお送りします。

代ゼミメイトカード・受講証を交付します。初講日に受付窓口にてお受け取りください。

２回目以降のお支払いは、毎月２７日（土日祝の場合は翌営業日）に
ご登録の金融機関から口座振替となります。

分割払いご希望の方は「年間パック申込書」と「預金口座振替依頼書」に
必要事項をご記入・捺印の上、造形学校窓口に提出してください。

※「年間パック申込書」と「預金口座振替依頼書」は造形学校窓口で配付しています。
※「預金口座振替依頼書」は、保護者の方がご記入ください。
　引き落としを希望される口座の、金融機関へのお届け印の捺印が必要です。
※一括払いの方は、「預金口座振替依頼書」の提出は不要です。

授業料の収納を代行する「ＳＭＢＣファイナンスサービス」より
「お支払いのご案内」をお送りします。
※申込日より７日以内に届かない場合は、造形学校事務局までお問い合わせください。

造形学校窓口もしくは電話にて、申込講座・支払回数をお伝えください。

※事務手続上、口座振替の登録には1～2か月程度お時間をいただくため、分割2回目以
　降も払込票でのお支払いとなる場合があります。
※止むを得ない理由で口座振替ができなかった場合は、払込票でのお支払いとなります。
　翌月中旬頃までに払込票を送付いたします。

※2021年度、2022年度在籍生以外は初回支払時に入会金（¥16.500）をお支払いいた
　だきます。
※申込日より７日以内に届かない場合は、造形学校事務局までお問い合わせください。

※「講座申込書」は造形学校窓口で配付しています。

■窓口申込
　「講座申込書」に必要事項をご記入の上、窓口に提出してください。

●氏名
●性別
●生年月日（西暦）
●年齢

●保護者氏名
●保護者住所
●申込希望講座

●在籍高校、中学校
●学年
●住所
●電話番号（自宅・携帯）
●緊急時連絡先

■電話申込
　お電話にて下記の項目をお聞きします。

造形学校窓口または電話にてお申し込みください。

学期スケジュール

欠席振替制度

高校生
中学生

対象

年間パック 学期申込
年間まとめて申し込みができ授業料もお得になる
パックで、口座振替による分割払いが可能です。
週６時間のコースは¥4１,000、週３時間のコースは¥20,500
お安く受講できます。

手続期限 ＜４月30日（日）＞                                             

第１学期・第２学期・第３学期のそれぞれの授業料を個別にお支
払いすることが可能です。
［受付開始予定］第２学期： ７月１日（土）
　　　　　　　  第３学期：１２月１日（金）
※年間（第１学期～第３学期まとめて）のお申し込みはできません。

P.11の
注意事項を
ご確認ください

第3学期 ２０２4年1月8日（祝・月）～3月9日（土）
第2学期 9月4日（月）～12月2日（土）
第1学期

9週
13週
13週4月10日（月）～7月8日（土）

第3学期 ２０２4年1月13日（土）～3月１0日（日）
第2学期 9月9日（土）～12月3日（日）
第1学期

9週
13週
13週4月１5日（土）～7月9日（日）

夜間基礎部 土日基礎部



102-0001

造
形
ジ
ュ
ニ
ア
こ
ど
も
絵
画
教
室

造
形
メ
イ
ト
会
員

ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ス（
小
３
生
〜
中
学
生
対
象
）

ミ
ニ
ク
ラ
ス（
小
１・２
生
対
象
）

￥176,800
（税込）
（全34回）

水曜日クラス 水
17:00～19:00

102-0002土曜日午前クラス 土
10:00～12:00

102-0003土曜日午後クラス 土
14:00～16:00

102-0004土曜日夜間クラス 土
17:00～19:00

102-0005土曜日ステップアップクラス
小学校高学年～中学生推奨

土
17:00～19:00

102-0006日曜日午前クラス 日
10:00～12:00

102-0007日曜日午後クラス 日
14:00～16:00

102-0008ミニ土曜日午前クラス 土
10:00～12:00

102-0009ミニ土曜日午後クラス 土
14:00～16:00

102-0010ミニ日曜日午前クラス 日
10:00～12:00

102-0011ミニ日曜日午後クラス 日
14:00～16:00

講座番号
年間 1学期

講座名 授業料

￥62,400
（税込）
（全12回）

￥147,400
（税込）
（全22回）

￥53,600
（税込）
（全8回）

曜日・時間

※実技講座と併せてお申し込みの場合、学科講座を単独申込の授業料の半額で受講できます。
（注）学科講座を単独で申込後に実技講座をお申し込みになった場合、実技講座申込による優待授業料との差額返金はできません。
※学科講座単独申込の場合も入会金（¥16,500）が必要です。
※授業料は「第１学期＋第２学期」の授業料を記載しています。第１学期のみのお申し込みはできませんので、ご注意ください。
※学科講座は、第２学期で終了します。（第１学期：１３回／第２学期：１3回）
※テキストは受講証に添付されたテキスト引換券と交換でお渡しいたします。初講日に必ず窓口にてお引き換えください。

造形ジュニアこども絵画教室 小学生・中学生 対象講座

個別指導アトリエ 高校生・高卒生 対象講座

個
別
指
導

講座番号 曜日・時間 授業料
（入会金不要）

講座名

（１回）
￥33,000
（税込）

マンツーマン指導 202-0490

（下記①～③より選択）
①  9：30～12：30
②13：30～16：30
③17：00～20：00
※詳しくは
お問い合わせください。

入会金　￥13，0００ （税込）
造形ジュニアこども絵画教室受講希望の小・中学生は入会金（教材作成費・材料費として）と授業料のお支払いが必要です。ただし、前年
度造形ジュニア在籍の方は入会金の一部を免除します（入会金￥6,500（税込））。詳しくはお電話にてお問い合わせください。
※入会者に「代ゼミメイトカード」をお渡しします（2023年度内有効）。

※上記講座を受講希望の場合、事前に担当講師との面談が必須になります。まずは事務局へお問い合わせください。

学科 高校生・高卒生 対象講座
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下記講座は口座振替による分割払いができません。申込方法はP.1の《申し込みから開講までの流れ》をご覧ください。

■学科／個別指導アトリエ／造形ジュニア

学
科

講座番号

美大英語 102-0295

美大国語 102-0296

曜日・時間講座名

月
17：10～19：10
（2h）
火

17：10～19：10
（2h）

￥61,100
（税込）

￥122,200
（税込）

授業料

学科講座単独申込 実技講座申込による優待

夜間部／土日部／夜間基礎部／土日基礎部／学科申込者対象の特典・制度

「夜間部」「土日部」「夜間基礎部」「土日基礎部」「学科」（造形メイト会員）をお申し込みの場合、
以下①②の入会金の免除及び授業料減額制度等の特典があります。

●兄弟・姉妹が2021～2023年度に代々木ゼミナールの下記の区分
　に在籍の場合、造形メイト会員の入会金の一部を免除します。「ファ
　ミリーシップ申込用紙」に必要事項をご記入のうえ、入会手続時に
　提出してください。
●①の入会金免除に該当し、「ファミリーシップ制度」にも該当する方
　は、①が適用されます。
※入会申込後にこの制度をお申し出いただいても返金できません　
　のでご注意ください。
※造形ジュニアこども絵画教室は対象外です。

②ファミリーシップ制度

￥11,000
（税込額から免除）

入会希望の方の兄弟・姉妹の在籍区分

２０21～２０23年度
造形本科生・

個別指導スクール生・
高校メイト会員・高卒メイト会員

免除額 必要書類

在籍年度の兄弟・姉妹
の代ゼミ学生証・

代ゼミメイトカードなど
在籍が確認できるもの

●「土日部優待生」に認定された方は、選考試験成績に応じて授業
　料が減額されます。詳細はP.13をご覧ください。

土日部優待制度
●2021～2023年度代ゼミ在籍生の方（造形ジュニアを除く）が、
　2023年度初めて造形メイト会員にご入会される方をご紹介いた
　だくと、紹介する方と紹介される方の双方に3,000円分の図書カ
　ードを進呈いたします。
※既に2023年度代ゼミメイト会員への入会がお済みの方は、
　紹介される方としての特典をご利用いただくことはできません。
　追加で講座をお申し込みの場合もご利用いただけません。
※兄弟・姉妹のご紹介には②のファミリーシップ制度も併用いただ
　けます。
※図書カードは紹介する方と紹介される方の双方に窓口にて進呈
　いたします。
※紹介される方としてのこちらの特典のご利用は１回のみに限ら
　せていただきます。

後輩・友達紹介制度

代ゼミ本部学生寮のほか学生会館などの宿泊施設を紹介しています。
詳しくは本部校学生寮住宅管理人室（　　0120-07-4305）までお問い
合わせください。

入会後のサポート

学生寮・下宿
夜間部／土日部／夜間基礎部／土日基礎部／学科の講座に通うメイト生
は、春期講習会、夏期講習会、冬期講習会の各コースを本科・メイト生
授業料で受講できます。
※個別指導アトリエ、各講習会のみの受講は、一般授業料での受講となり
　ます。

講習会授業料の優待

公開模試受験料の優待

●下記に該当する方の造形メイト会員入会金は以下の通りです。
※造形ジュニアこども絵画教室は対象外です。

①在籍による入会金の免除

入会金免除対象となる
代ゼミ在籍区分

代ゼミ在籍年度
入会金

2023

￥0

必要書類

在籍年度の
代ゼミメイトカード
または  

代ゼミ学生証

高卒メイト会員
高校メイト会員
中学メイト会員

ー ● ●

造形本科生 ー ● ●

2022 2021

代ゼミ
個別指導スクール生 ● ● ●

（※注）造形学校の個別指導アトリエ生ではありません。

※注

対象となる模試や実施日程など、詳しくは学生手帳をご覧ください。

入
会
規
定（
学
科・個
別
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ニ
ア
）

入
会
規
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員
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典
）



●読売育英奨学会　　　　　　　0120-430-116
●朝日奨学会　　　　　　　　　0120-127-733
●毎日育英会　　　　　　　　　0120-098-098
●日本経済新聞育英奨学会　　　0120-00-5725
●産経新聞奨学会　　　　　　　0120-336-661

1211

「学費サポートプラン」のご案内

代々木ゼミナール提携教育ローン
ご利用に関しては（株）オリエントコーポレーションと提携し、
「学費サポートプラン」としてご案内しております。
※「学費サポートプラン」とは入学金・授業料・講習会費・寮費などの納付金を簡単な
　お手続きでご利用いただける学費の分納制度です。
※ご利用に際しては、（株）オリエントコーポレーションの所定の審査があります。 【学費サポートプランお客様窓口】

0120-517-325

株式会社
オリエントコーポレーション
受付時間
9：30～17：30（土日祝日除く）

国の教育ローンのご案内

日本政策金融公庫
代々木ゼミナールの入学者や在学者は、「国の教育ローン」を利用することができます。
「国の教育ローン」は、教育のために必要な資金を融資する公的な制度です。
詳しくは、右記のコールセンターへお問い合わせください。

新聞奨学生のご案内

入学・入会辞退による学費返金制度

新聞奨学生
新聞奨学生制度は、各新聞社の奨学会が、働きながら学ぶ予備校生の
勉学・生活両面での保証をする制度です。代々木ゼミナール入学生は
新聞奨学生に適用されます。この制度により自立自学の道を力強く歩
み、栄冠を勝ち取った先輩達も大勢います。
※お問い合わせは各奨学会へお願いします。

教育ローンコールセンター

0570-008656
ハローコール

（月～金 9：00～19：00）

※上記番号が利用できない場合は　　　　　　　　　　　　までおかけください。03-5321-8656

申請期限 返金内容

手続方法

【2023年４月9日（日）までのお申し出について】

【2023年４月10日（月）以降のお申し出について】
●授業開講以後に退会される場合は、関係法令に基づき適正に
　処理します。なお、返金に際し手数料をいただきます。
　詳細は、事務局までお問い合わせください。

2023年度
  申請期限
  返金内容

①本校所定の「受講中止願」
※お申し出時にお渡しします。
ご本人および保護者様等の署名・捺印、返金振込先銀行・支店名・口
座番号・口座の種類・口座名義人等の必要事項をもれなくご記入く
ださい。（口座名義人は原則として、保護者様等としてください。）
②代々木ゼミナールメイトカード、返金希望講座の受講証、納付金領収
書、学生手帳など入会手続時、およびそれ以降にお渡ししたものすべて
※テキスト・教材などの中で学園が返却を求めるもの。

（１）上記申請期限までに、造形学校事務局までお申し出ください。
（２）お渡しする書類（下欄①）にご記入いただき、下欄②と合わせ
てご提出ください。
（３）ご返金方法は、下欄①にご記入いただいた銀行口座への振込
となります。事務手続の都合上、即日のご返金はできませんので、予
め、ご承知おきください。
※お申し出の時期により５月上旬頃の振込となる予定です。
※申請期限を過ぎた場合や書類不備の場合は受け付けできません
　のでご注意ください。

必要書類

2023年３月３１日（金）
       １７：００まで

2023年４月9日（日）
       １７：００まで

納入された学費（入会金および授業料）の
全額をお返しします。

納入された学費のうち入会金を除く授業料
のみをお返しします。

手続後に大学・短大への合格や、止むを得ない理由により入学・入会を辞退される場合は、必ず下記申請期限までに造形学校にご相談ください。
なお、以下の内容をあらかじめご確認ください。

●　P.1の《申し込みから開講までの流れ》を必ずお読みください。
●　P.3～9より受講講座を選択してください。
●　日程・時間を充分ご検討のうえ、お申し込みください。
　　昼間部（造形本科）へのご入学に際しては、別途「入学願書」の提出が必要です。「入学願書」は事務局で配付しています。
●　授業料には、個人で使用する画材・教材の費用は含まれていません。必要な画材は造形学校校舎内で販売しています。（現金支払のみ対応）
●　本入会規定に記載の授業はすべて、原宿にある「造形学校」校舎で行います。
●　交通機関の規定により、通学定期・学割は昼間部（造形本科）に年間入学した方のみ利用できます。それ以外の講座を申し込んだ方は利用す
　　ることができません。また、自転車・自動車・オートバイ・原付での通学は禁止します。公共交通機関（電車、バスなど）を利用して通学してください。
●　自然災害（台風・地震など）により、止むを得ず授業を休講にすることがあります。休講する場合は別途補講日を設定しますが、補講日を設定で
　　きない場合は自宅学習課題などに切り替えます。
●　受講手続完了後に受講を取りやめる場合は、申込講座の開講日前日までにご相談ください。受講講座の取りやめに関しては、関係法令に基づ
　　き適正に処理します。下記「入学・入会辞退による学費返金制度」も併せて参照してください。

代々木ゼミナール造形学校では、原則「対面授業」を実施しています。校舎内では感染拡大防止のため、様々な対応を行っております。詳細は
「代々木ゼミナール造形学校年間案内」や代ゼミ造形学校ホームページをご覧ください。
ただし感染拡大状況や、政府および東京都などの公的機関の対策方針変更などに伴い、「対面授業」の実施が困難であると判断される場合は、
「オンライン授業」を代替手段として授業を行うことがありますので、予めご了承ください。授業スケジュールに変更が生じる場合は造形学校ホー
ムページで告知します。

申請期限

【２０23年４月9日（日）までのお申し出について】

【2023年４月10日（月）以降のお申し出について】
●授業開講以後に退学される場合は、関係法令に基づき適正に
　処理します。なお、返金に際し手数料をいただきます。
　詳細は、事務局までお問い合わせください。

2023年度
  申請期限
  返金内容

①本校所定の「退学願」
※お申し出時にお渡しします。
ご本人ご署名・ご捺印、返金振込先銀行・支店名・口座番号・口座の
種類・口座名義人等の必要事項をもれなくご記入ください。（口座名
義人は原則として、保護者様等としてください。）保護者様等にもご
署名（自署）・ご捺印をお願いいたします。
②代々木ゼミナール造形本科学生証、単科の受講証、納付金領収
書、学生手帳など入会手続時、およびそれ以降にお渡ししたものす
べて
※テキスト・教材などの中で学園が返却を求めるもの。

手続方法

（１）上記申請期限までに、造形学校事務局までお申し出ください。
（２）お渡しする書類（下欄①）にご記入いただき、下欄②と合わせ
てご提出ください。
（３）ご返金方法は、下欄①にご記入いただいた銀行口座への振込
となります。事務手続の都合上、即日のご返金はできませんので、予
め、ご承知おきください。
※お申し出の時期により５月上旬頃の振込となる予定です。

必要書類

2023年３月３１日（金）
       １７：００まで

2023年４月9日（日）
       １７：００まで

納入された学費（入学金および授業料）の
全額をお返しします。

納入された学費のうち入学金を除く授業料
のみをお返しします。

返金内容

※詳しくは、造形学校事務局にお問い合わせください。

●在学期間中から、毎月一定額を均等分
　割してお支払いいただけます。
●資金に余裕ができた際に、一部繰り上げ
　返済がご利用いただけます。
●実質年率 3．9％（固定）

夜間部・土日部・夜間基礎部・土日基礎部・学科・造形ジュニア
造形メイト会員返金規定

昼間部
造形本科返金規定

申し込みにあたっての注意事項

新型コロナウイルス感染症の対応について

代々木ゼミナール造形学校は、受験生が安心して制作できる環境づくりに努めています。感染予防対策
一人ひとりの距離をあけた制作環境と
消毒・手洗い・換気の徹底による授業
 

代々木ゼミナール造形学校では美術大学受験を検討されている方を対象に受験相談会や体験イベントを行っております。芸大美大を受験するにあたり、
皆さんの素朴な疑問に講師と職員がお答えします。進路に悩む中高生の皆さん、美大受験対策に悩む高卒生の皆さん、美大受験に不安を感じている保護
者の皆さん、ぜひ一度代ゼミを見学にお越しください。
※日程は予定になります。最新情報・申込方法など、詳細は造形学校ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染拡大状況などを考慮して実施を見合わせる場合もあります。

イベントのご案内 参加無料・電話申込

春期講習会・夏期講習会について

■美大受験生と保護者のための受験相談会
●実施日／3月30日（木）・4月8日（土）
●時　間／13:00～16:00

■初心者のための体験デッサン
●実施日／3月21日（祝・火）・３０日（木）・4月8日（土）
●時　間／12:30～16:30

■５美大合同個別相談会（予定）
●実施日／6月18日（日）
●時　間／12:30～

■代ゼミ造形の無料体験 プレ講習
●実施日／3月18日（土）・19日（日）
●時　間／9:30～16:30

■初心者のための体験色彩構成
●実施日／3月30日（木）・4月8日（土）
●時　間／12:30～16:30

夏期講習会
春期講習会 3月25日（土）～4月4日（火）

7月17日（祝・月）～8月26日（土）

春期・夏期の期間に講習会を実施しています。各自の弱点を克服したいと考えている皆さんや、遠方にお住まいの方など平常は実技の実習を十分にする
機会のない皆さんのために、集中的に実技指導を行います。短期間で総合的なレベルアップをはかれる内容で、各自の志望校や学習段階に応じたきめ細
やかなコースを設置しています。

●別冊「講習会案内」をご参照ください。
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造形スカラシップ／土日部優待制度　募集要項

■応募方法

■認定減額
選考試験成績に応じて授業料を減額します。

■応募受付期間

平日（月～土）
応募受付
期間・時間 9：00～18：00

2023年3月1日（水）～3月31日（金）

日曜・祝日 9：00～17：00

造形スカラシップ制度（昼間部対象）
■応募資格 ■応募資格

■選考結果

代々木ゼミナール造形学校では、芸大・美大への進学を志し、制作と学業に集中できる成績優秀で熱意ある方を下記の要領で「造形スカラシップ生」

または「土日部優待生」として募集しています。認定された方は選考試験成績に応じて授業料が減額されます。

■応募受付場所
●代々木ゼミナール造形学校 1階 受付窓口
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-62-3（最寄駅：ＪＲ原宿駅）
　 0120-71-4305

■特記事項

2023年度 新学期 高卒生対象

応募受付期間

選考試験実施期間

2023年3月1日（水）～3月31日（金）

2023年３月１日（水）～４月4日（火）

土日部優待制度

油画科 建築科

芸術学科

志望コース
造形スカラシップ制度（昼間部対象）

日本画科

面接 自己PR文 面接 自己PR文
デッサン/専攻課題等を

合計4点
それぞれ２点ずつが望ましい

デッサン作品等２～４点

英語試験
※90分/面接前に実施

①デッサン作品等２点
②ポートフォリオ
（2023年度入試で提出
 したもののコピー等）

彫刻科

デザイン・工芸科
芸大コース

デザイン・工芸科
私大コース

選考方法・持参作品 志望コース
土日部優待制度

選考方法・持参作品

先端芸術表現科
東京藝術大学
先端芸術表現科志望者

希望する試験日を電話または本校受付窓口でお伝えください。担当講師
と日程調整のうえ、改めて試験日時をお伝えします。
また、試験当日には「2023年度減額制度応募申込書」に必要事項を全て
記入のうえ提出してください。
※「2023年度減額制度応募申込書」「自己PR提出文章記入用紙」は造
　形学校窓口で配付、および造形学校ホームページに掲載しています。
※東京藝術大学１次試験合格者は大学入試受験票を応募受付の際に提示
　してください。
※オンラインでの面接をご希望の方は、応募の際にお申し出ください。

選考試験日より7日以内に通知メールを送信します。
※電話などによるお問い合わせには応じられません。
　認定された方には認定書類を添付しますので、書類に記載されている
　期間内に所定の申込手続を済ませてください。

1.  既に2023年度本校年間講座への入学手続がお済みの方は、この選考
　  試験に応募できません。
2.  土日部優待制度の適用は「学期申込」で「年間」での申し込みが対象です。
3.  造形スカラシップ生に認定された方は、前年度在籍による授業料一部減
　  額やその他の授業料減額特典をご利用になれません。
4.  造形スカラシップ生として認定されたコース以外へは、認定減額は適
　  用されません。また、認定されたコース以外への変更は入学手続の前
　  後を問わずできません。
5．  この選考試験には複数回応募できません。
6．  特に成績が優秀な東京藝術大学志望の方に向けた優待制度「藝大一
　  本支援プログラム」もございます。詳細はホームページをご覧ください。

①「芸術大学・美術大学」または「その他大学の芸術系・美術系
　学科」の2023年度入試を受験した生徒
②代ゼミ造形学校昼間部に「1年間」通う意思がある生徒
③志望校合格までの努力を惜しまない生徒

①東京藝術大学の2023年度入試を受験した生徒
②代ゼミ造形学校土日部に「1年間」通う意思がある生徒
③志望校合格までの努力を惜しまない生徒

入学・入会にあたっての注意事項

1.学生心得
■　常に学習意欲と向上心を持って授業に臨んでください。
■　極力授業に欠席・遅刻・早退をしないようにしてください。
■　学生証・代ゼミメイトカードは、代々木ゼミナールにおける身分を証明するものですので、写真貼付の上、常に携帯してください。教職員が必要
　　と認めた場合には随時点検を行います。各講習会、イベントの受け付けや他校舎で申込手続を行う際にも必要ですので、紛失・破損しないよう
　　に十分注意してください。原則として再発行はいたしません。
■　学生証・受講証は授業を受ける際に最も必要なものですので、常に携帯してください。
■　授業開始後は、むやみにアトリエの出入りをしないでください。他科のアトリエに入室することは厳禁とします。

2.出欠・休講

代ゼミ造形学校では、毎時間出席確認を行っています。そのため、以下の点を守ってください。
■　欠席・遅刻
　　授業に欠席・遅刻する場合は授業開始前に必ず事務局へご連絡ください。事前の連絡が無い場合、お電話することがあります。
　　特段の理由なく欠席・遅刻を繰り返す場合は、事務局より保護者の方へお電話することがあります。
■　早退
　　病気やその他の理由により早退する場合は、必ず事務局および担当講師へ申し出てください。
　　気分が悪い方や体調がすぐれない方は保健室を利用できます。希望する場合は申し出てください。
■　長期欠席
　　病気・入院等、止むを得ない理由で長期欠席される場合は、必ず事務局までご連絡ください。
■　休講について
　　代ゼミ造形学校ホームページ・Microsoft Teams・SNS（Twitter等）にてお知らせいたします。授業開始２時間前までを目途に告知をします
　　ので確認してください。

3.通学・校舎

■　事故防止のため、自転車・自動車・オートバイ・原付による通学は一切禁止です。公共交通機関を利用してください。
■　授業で使用する画材は造形学校１階で販売しています。また初心者用セットや鉛筆セット等も販売しています。
■　各科アトリエには、参考作品や図書（画集等）があります。必ず担当講師の許可を得てから授業の補助教材として活用してください。
　　１階にある図書を借りる方は、事務局まで申し出てください。
■　校内に展示されている石膏像や別館１階代々木アートギャラリーの展示作品は、手を触れたり、外したり、持ち出したり絶対にしないでくださ
　　い。また、校舎内にある備品、石膏像などのモチーフは大切に扱い、破損・落書き等ないようにしてください。万一、これらに損傷を与えるよう
　　な行為等があった場合には、修繕費用を実費で負担していただくことがあります。
■　実技終了後は、アトリエ内の清掃と用具の整頓を各自行い、使用したイス・イーゼルは、所定の場所に片付けてください。
■　昼休み以外、アトリエ内で飲食をしてはいけません。また、ゴミは分別して決められたゴミ箱に捨ててください。
■　校内での火の使用は非常に危険ですので厳禁とします。
■　電話による生徒の呼び出しや伝言は、緊急かつ必要と認めた場合以外は受け付けません。
■　連絡事項は、1階の掲示板、または放送等で連絡します。
■　校舎入口付近、および廊下・階段での座り込みはしないでください。
■　各学期・講習会終了時には各アトリエの清掃を行います。各自の作品・道具類は必ず持ち帰ってください。

4.貴重品管理、遺失物・拾得物

■　私物・用具には必ず記名し、各アトリエの用具棚に収納してください。また、学生証・受講証・代ゼミメイトカード・テキストや、現金・貴重品類は常
　　に携帯してください。
　　万一紛失や盗難があった場合、本校では責任を負いかねます。なお現金は必要最小限度の金額を持つようにしてください。
■　遺失物・拾得物があった場合は、事務局まで申し出てください。事務局に届けられた拾得物は、一定期間内保管しますが、それ以外の荷物の
　　紛失については、事務局では責任を負いかねます。荷物・貴重品類は各自責任をもって管理してください。

5.申し込み
■　申込手続を経ずに受講することはできません。教職員が不正受講者であると判断した場合は、直ちに教室より退出を命じます。
　　また、保護者へ連絡の上、授業料相当額を徴収します。
■　申込手続完了後の講座に「変更」を希望される場合は、必ず申し込んだ講座の開講前に、事務局窓口まで申し出てください。
■　講座申込時より、住所・電話番号等に変更が生じた場合は、すみやかに事務局へ連絡してください。

6.その他
■　授業で制作した作品や個人の画材などは各学期の受講終了後、担当講師の指示に従い、持ち帰るようにしてください。
　　アトリエ内に置いたままの状態の場合、半年の期間を目途として造形学校で処分させていただくことがあります。
■　勉強意欲を持たない者、健康上集団での学習に耐えられない者、教職員の指示に従わない者、他人への迷惑行為や違法行為などについては、
　　保護者に通告する他、然るべき措置を講じることがあります。
■　校舎内および校舎周辺での以下の事項は厳禁とします。特に悪質な場合は然るべき処分をします。
　　①校舎備品・設備等への落書き
　　②事前の許可なく、ポスターや張り紙を持ち込んで配布・掲出する行為
　　③物品・会員券などの売買、集会・演説・勧誘・募金
　　④他人に不安を与える行為、および喧嘩等の暴力におよぶ行為、近隣住民へ迷惑を及ぼす行為
　　⑤喫煙（校内・校舎外共禁煙）、および飲酒
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