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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
 

ご来校の際には、咳エチケットにご配慮いただく
とともに、マスクの着用や手洗い、うがいの励行
など、各自でも十分な予防対策をお願い致しま
す。ご来校のみなさまや職員、スタッフの健康と
安全を考慮し、マスクを着用して勤務させていた
だくことがありますのでご了承ください。

講師・事務局スタッフなど、全てのスタッフは検温
を行い健康状態を確認しています。なお来校を
予定している方は事前に検温の上、発熱がある
場合には来校をお控えください。

校舎入口および各階にアルコール消毒液を設置
しています。 
また水場の蛇口はレバー式、トイレの手洗い場は
全自動となっておりますので、ウイルスが手に付
着するリスクが軽減されます。

教室内では換気を十分に行い密を避ける適切な
距離で指導します。 
また授業の際は下の写真のように席を配置し、人
と人との距離が近い接触(互いに手を伸ばすと 
届く距離)を避けるように致します。

サーマルカメラによる検温

新型コロナウイルス感染症対策のため、
代々木ゼミナール造形学校では、下記の通り対応致します。
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しっかり教わる

自分を磨くトライアングル法

教わる

身につける
基礎

考える

見つける

試す

復習する
応用実践

知識やテクニックを
分かりやすく学んでいく

建物を支えている土台は見えません。知識やテクニックも、習得し

てしまえば基礎は意識されにくいものです。基礎とは、能力を伸ば

すためのベースです。造形学校では、美術の基本となる画材の使

い方、ものの見方、構図や表現の成り立ちを理解して、身につけ

られるよう指導します。自然や身近なものからも、その美しさや

工夫を学び視野を広げます。自分で考え成長できる力をつけ

て美大へ合格させること。また、将来どんな分野でも自立して

活躍できる人を育てること。そのために、私たちは基礎の指導を

とても大切にしています。



深く考える
講師と話し合い

自分らしさを見つける

美術の学習では、色・形・材料とは何かを見つめ、感じ取ったことや

心に描いたことをかたちにしていきます。作品鑑賞や制作をとお

して、美術の歴史やさまざまな理論と表現などを学びます。習っ

たことは自分の中で整理して試してみましょう。そして、自ら深く

考えることが重要です。これで良いのか、自分に合っているか、

美大で何を学びたいかなど、いろんな悩みや疑問を抱くかもしれ

ません。講師は、生徒一人ひとりと話し合って丁寧に指導を行い

ます。作品に対する考えをしっかりと伝え、抱えている課題と向き

合ってください。きっと本当の自分らしさが見えてきます。

04 代ゼミで学ぶということ 05代ゼミで学ぶということ

自分を磨くトライアングル法

教わる

身につける
基礎

考える

見つける

試す

復習する
応用実践
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昼間部
月曜～土曜／9：30～16：30

高校生 土曜コース
土曜／14：00～20：00

高校生 土曜コース
土曜／14：00～20：00

高校生 日曜コース
日曜／9：30～16：30

高校生 月火コース
月曜・火曜／17：10～20：10

高校生 水木コース
水曜・木曜／17：10～20：10

高校生 金土コース
金曜／17：10～20：10
土曜／17：00～20：00

高校生 土曜コース
土曜／14：00～20：00

油画科・日本画科・彫刻科

映像・アニメーション

夜間部
月曜～金曜／17：10～20：10

水曜～金曜／17：10～20：10
　　　土曜／14：00～20：00

油画科

設置講座

昼間部
月曜～土曜／9：30～16：30日本画科

昼間部
月曜～土曜／9：30～16：30

私大土日コース
土曜／14：00～20：00
日曜／　9：30～16：30

彫刻科

昼間部 芸大コース

月曜～金曜／9：30～16：30

月曜～土曜／9：30～16：30

デザイン・工芸科

芸大コース
土曜／14：00～20：00
日曜／　9：30～16：30

土曜／14：00～20：00
日曜／　9：30～16：30

美大コース
土曜／14：00～20：00
日曜／　9：30～16：30

芸大基礎コース東京芸大コース
日曜／9：30～16：30

建築科

先端芸術表現科

芸術学科

先端芸術表現科

中学生コース
下記の日程から3時間選択（振替可）
月・火・水・木・金曜／17：10～20：10
　　　　　土曜／14：00～20：00

基礎科

学科
美大英語
月曜／17：10～19：10

美大国語
火曜／17：10～19：10

選
択

基礎コース

夜間部
月曜～金曜／17：10～20：10

水曜～金曜／17：10～20：10
　　　土曜／14：00～20：00

選
択

夜間部
月曜～金曜／17：10～20：10

水曜～金曜／17：10～20：10
　　　土曜／14：00～20：00

選
択

夜間部 芸大私大コース
月曜～金曜／17：10～20：10

水曜～金曜／17：10～20：10
　　　土曜／14：00～20：00

選
択

選
択

工学コース
土曜／14：00～20：00
日曜／　9：30～16：30

選
択

高卒生対象 高3生対象 高1・2生対象 高1・2生対象 中学生対象

玩具

立体造形
作家

木工芸

ジュエリー
陶芸

金属工芸

ガラス工芸

漆工芸
染織工芸

インテリア

照明

造園

家具

教員
教職

研究者

画家

彫刻家

仏像

フィギュア

保存修復家

油画家

日本画家

WEBデザイン

イラスト
絵本マンガ

アニメ
ゲーム

写真

デジタルアート
映画

映像

版画

学芸員

美術誌記者

美術史研究家

美術評論家

舞台美術

テキスタイル車

家電
ディスプレイ

ファッション
グラフィックデザイン

広告
装丁

タイポグラフィ
パッケージ

日本画科

芸術学科

先端芸術表現科

彫刻科
油画科

工芸科

建築科

デザイン科

建築家

環境

ステーショナリー

この図は主な美術の職業を表していま

す。職業を囲んだ色の輪をたどると、自

分の進むべき進路がわかるようになっ

ています。あなたはどんな職業に興味

をもちましたか。

デジタルメディアアーティスト

ランドスケープ

モデラー

アーティスト

インスタレーション作家

美術大学からは美術に関係する、さまざまな職業に就くことができます。

平面的な職業立体的な職業 ようこそ　美術の世界へ

月曜～土曜 月曜～土曜

月曜～日曜

土曜・日曜

月曜・火曜

日曜／13：30～16：30

昼間部 私大コース

土曜／14：00～20：00
水曜～金曜／17：10～20：10
　　　土曜／17：00～20：00

下記の日程より選択（6時間／週）

基礎コース

土曜／14：00～20：00
水曜～金曜／17：10～20：10
　　　土曜／17：00～20：00

下記の日程より選択（6時間／週）

基礎コース

土曜／14：00～20：00
水曜～金曜／17：10～20：10
　　　土曜／17：00～20：00

下記の日程より選択（6時間／週）



美大入試の学科レベルは大学や専攻によって異
なります。全体的な水準としては模試で平均点以
上取れていることが望ましいです。美大とは言え
ど学科試験も合否を大きく左右する科目です。
実技だけでなく高い意識を持って学科の
勉強にも取り組みましょう。

10 いつから始める？ 11いつから始める？

年間スケジュール

春期講習会 夏期講習会 冬期講習会 3学期
入試直前講習会1学期 2学期

3月25日（土）～4月4日（火） 12月14日（木）～1月6日（土） 1月8日（祝・月）～3月1日（金）

4月10日（月）～7月9日（日） 1月8日（祝・月）～3月10日（日）9月4日（月）～12月3日（日）▶2023年 ▶2024年

芸大美大・美術系高校の受験勉強

初心者のための
体験デッサン

12：30～16：30

3月21日（祝・火）／3月30日（木）

初心者のための
体験色彩構成

12：30～16：30

3月30日（木）

美大受験生と保護者のための
受験相談会

13：00～16：00

3月30日（木）

プレ講習

●プレ講習

●初心者のための体験デッサン
●初心者のための体験色彩構成
●学期中の授業体験

9：30～16：30
3月18日（土）／3月19日（日）

初心者のための
体験デッサン

12：30～16：30

4月8日（土）

初心者のための
体験色彩構成

12：30～16：30

4月8日（土）

美大受験生と保護者のための
受験相談会

13：00～16：00

4月8日（土）

初心者のための
体験デッサン

12：30～16：30

12月3日（日）

初心者のための
体験色彩構成

12：30～16：30

12月10日（日）

美大受験生と保護者のための
受験相談会

13：00～16：00

12月10日（日）

初心者のための
体験デッサン

12：30～16：30

7月9日（日）／7月23日（日）

初心者のための
体験色彩構成

12：30～16：30

7月16日（日）

美大受験生と保護者のための
受験相談会

13：00～16：00

7月9日（日）

油画、日本画、彫刻、デザイン・工芸、建築、
芸術学、先端芸術表現

油画、日本画、彫刻、デザイン・工芸、建築、芸術学、
先端芸術表現

授業体験

相談会
●美大受験生と保護者のための
　受験相談会

いつから
始めたらいいの？ 美大の学科レベルは

どのくらい？
美大に合格するためには、少なくとも１年間
の実技勉強期間が必要になります。そのため美
大進学を考えたら、まずは授業体験で合格に必
要な実技レベルを実感してください。ただし、東
京藝術大学を志望する場合、2年以上の受験
専攻に合わせた実技勉強が必要となりま
す。できるだけ早くから実技の勉強を始
めることをお勧めします。

学期授業

講習会

授業体験や相談会から
講習会や学期授業へ

２０23‐２０24

体験デッサンの様子 講習会の様子 受験相談会の様子体験色彩構成の様子

詳細な案内は造形学校HPをご覧ください。

モチーフに対して、右利きの人は右側、左
利きの人は左側にイーゼルを置き、身体が
モチーフの方を向くようにすると、正確な
計り方ができます。描き始めたら、イーゼル
や椅子は出来るだけ動かさない方が良い
ですが、ずっと座ったままではなく、たまに
は離れてデッサンの全体を観たり、モチー
フに触れたりして確認を取りましょう。

正確にデッサンするためには、良い姿勢で
描くことはとても大切なことです。画面に
届くくらいに腕を伸ばし、背筋を真っ直ぐに
して描きます。脚を組んだり背筋を丸めて
描かないように注意します。デッサンを経
験した人も、もう一度確認してみましょう。

●デッサンの時の姿勢

●イーゼルの位置
体験デッサンでは
デッサンの基本中の基本の
姿勢から指導します。

7月17日（祝・月）～8月26日（土）

いつから始める？
マンガ、イラスト、アニメ、絵画、彫刻、デザイン、建築、美術史、 、 、 、大好きで興味があるか

らその方面に進学したいけど、いつから何を始めて受験勉強すればいいの？

美大へ進学を考えている高校生、美術系高校へ進学を考えている中学生のみなさんにとって、受

験勉強を始める時期は悩むところかもしれません。造形学校では年間を通して受験勉強を始める

きっかけとして授業体験や相談会を実施しています。この授業体験や相談会を通して造形学校の

分かりやすく丁寧な授業をご理解いただき、講習会や学期授業を受講いただくことをお勧めします。
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に聞いた「受験のこと」

さんH.S ［郁文館高等学校］

多摩美術大学　絵画学科　油画専攻
女子美術大学　美術学科　洋画専攻

あっという間でした。特に直前講習に入ってから入試までは一瞬のように感じました。

授業では、課題に対して様々なアプローチの仕方の指導があり、落ち着いて試験を受けることが

できました。入試前最後の課題を本番で活かすことができたのも、代ゼミだったからこそだと思い

ます。ありがとうございました。不安や緊張はありますが、大学生活がすごく楽しみです。

入試が終わった率直な感想は？

ドローイングの授業です。それぞれの課題文から、アイデアを膨らませていき、先生とコミュニケ

ーションを交えながら進めていきました。先生と話していく中で、ドローイングや制作したものを言

葉で説明していく力も、これから必要になっていくのだなと感じました。他にも、少し変わった課題

文が出たときに、いつもとは別の視点からモチーフを観察するようになったので印象的でした。表

現の幅が広がり、授業を通して、モチーフやその言葉の意味をよく考えました。

代ゼミで学んで一番印象に残っていることは？

受験生活の中で、焦ったり不安になったりすることも多くあるかと思います。力み過ぎずに、自分

の良いところを見つけて、前向きな姿勢で頑張ってください！

現在、志望校合格のために頑張っている後輩へ一言。

一般選抜 現役合格

合格校

さん神川 美礼 ［都立狛江高等学校］

武蔵野美術大学　視覚伝達デザイン学科
武蔵野美術大学　基礎デザイン学科
東京造形大学　　グラフィックデザイン専攻領域
東京造形大学　　アニメーション専攻領域

一番はやっぱり入試直前講習です。毎日発見の連続で、すごく刺激的でしたが、やはり入試直前と

なると先生方の指導のキレや空気が普段よりも凄かったので。ただ「受験のために」と盲目的には

ならず、根本的に「どう物を捉えればいいのか」や「デザインするということはこのように形をつく

ることだ」という風に教えてくださったので、受験のためだけでなく、一生物を見る時に役立つ姿

勢を教えてくださっているんだな、と思うことができました。

代ゼミで学んで一番印象に残っていることは？

全先生方です。デザイン科の先生をはじめ、悩んでいる時は代ゼミにいる先生たちは誰でもアドバイ

スをくださいました。実際にやってみて魔法のようにうまく描く方法を伝授してくださった岡田先生。

その人の一番やりたいことを抽出してデザインに落としこんでくれる石川先生。相手の意見を最大

限尊重して理論を教えてくださった安孫子先生。優しく、ときに厳しく、泣いていた私をずっと慰めて

くださった津村先生。他の先生たちとは全く違う視点で視野を広げてくださった熊谷先生。残ってい

る私たち生徒に時間を惜しまず指導してくださった西村先生。すべての先生方が最高の恩師です。

受験期間、自分を支えてくれた方とそのエピソード。

美大受験は最後まで、受験当日まで本当にどうなるかわからなくて、不安におし潰されそうになると

思います。でも、ここにいる先生たちが教えてくださったことをあなたが心から受けとめて、切磋琢

磨して作品をつくっていけば、力はつきます。この学校で得られる物の見方やデザインの仕方は一

生役に立つ財産になると思います。絵を描くこと、デザインは受験のためにすることではないので、

是非楽しんで、たくさん失敗して、益ある日々を過ごしてください！

現在、志望校合格のために頑張っている後輩へ一言。

一般選抜 現役合格

合格校

さん平岡 巧也 ［九段中等教育学校］

武蔵野美術大学　基礎デザイン学科
武蔵野美術大学　工芸工業デザイン学科
武蔵野美術大学　空間演出デザイン学科
多摩美術大学　　環境デザイン学科
東京造形大学　　室内建築専攻領域

平面構成において、『形に質を与える』という事の重要性を石川先生から説明されたのを鮮明に

覚えてます。実際、透過やズレといった演出を加えると絵のクオリティがグンと上がるので、この

技法は、本番でも意識しました。

代ゼミで学んで一番印象に残っていることは？

冬期講習から共通テスト直前まで、平面が思うように作れなくなっていました。これまで時間内に

作れていたものが終わらなかったり、全体のまとまりが無くなったり散々でした。この時は過去の

上手くいってた時の作品を見返して、『何故上手くいったのか？』『今の作品に欠けているものは何

か？』を分析して、エスキースし直す事でスランプを乗り越えました。

受験生活を送る中で、スランプはどう乗り越えましたか？

がむしゃらに頑張っていると突然冷静になって『これでいいのか？』と疑問に感じる時があるかもし

れません。そんな時は初心にかえって「自分がこの道を進みたいワケ」を問い直してみてくださ

い。美大への進学というのは日本の受験生の中ではマイノリティです。そんな中にとび込むきっか

けがどこかにあるはずです。一年間って案外短いです。猪突猛進でいきましょう。

現在、志望校合格のために頑張っている後輩へ一言。

一般選抜 合格

合格校

さん田中 美優 ［県立豊岡高等学校］

多摩美術大学　グラフィックデザイン学科

中々受験勉強に身が入らなかったのですが、同じ昼間部の友人が“どれだけ自分は勉強がやばいの

か”を力説していて私も頑張らなきゃなぁと引き締められたのを覚えています。私は校内であまり親

しく話す友人が居なかったので、色々な受験エピソードを共有してくれる友人は作っておくべきだな

と痛感しました。試験が終わり感想を共有している時間になって初めてやっと終わったんだなぁと実

感が沸き、合否発表でお互いに報告し合っている時に初めて受かったんだなぁとぼんやり思ったの

で、もう少し色んな方と話しておけば良かったなと後悔しています。もっと共有したかったです。

代ゼミで学んで一番印象に残っていることは？

ずっと何か掛け違えているような感覚で、思うような作品は作れませんでした。そういう時は、ひ

たすらスケッチブックに線で形を出したり、自分が好きな作品を集めて取り入れたりしていまし

た。また、一旦作品作りから離れて勉強したりしていました。勉強すらも身に入らない時期は本当

にぼーっとしたり散歩したりしてました。そもそも焦りから上手くいかない、スランプだと感じると

いうよりは、とりあえずなあなあに作っている作品が目立っていたので切り替えるためにいつもと

違う行動を心掛けていました。

受験生活を送る中で、スランプはどう乗り越えましたか？

作品作りから離れて少し休息してみるのも一つの手だと思います。頑張ってください！

良い作品が作れたと思ったら自分を甘やかしてあげてください！私は自分をかなり甘やかしてきま

した。帰り道に好きなお菓子を買っていったり、深夜にラーメンを食べたり、その日は勉強をせず

沢山寝てみたり、少し停滞しても、細くても確実なモチベを保ってください。応援しています！

現在、志望校合格のために頑張っている後輩へ一言。

一般選抜 合格

合格校

さん福田 千智 ［大妻中野高等学校］

武蔵野美術大学　工芸工業デザイン学科
多摩美術大学　　工芸学科
東京造形大学　　テキスタイルデザイン専攻領域

本格的な入試対策の勉強に入る前に、基本的なデザインの勉強をじっくり学べたことや、デッサン

が上手くいかず、描く事が苦痛だった時、先生に、「デッサンのことを嫌っているとデッサンに嫌わ

れるから好きになることから始めなければ上手くならない」と言われたのがとても印象的でした。

代ゼミで学んで一番印象に残っていることは？

自分を支えてくれたのは家族、特に母です。私は学科の勉強をリビングでやる方が集中できたの

で、私の気が散らないようにサポートしてくれたことは本当に助かりました。また、私が落ち込んで

いると話を聞いてくれたり、身体的にも精神的にもケアしてくれたため、最後まで乗り切れたと思い

ます。受験をサポートする側も大変だと思うので、常に感謝を忘れないことが大事だと思いました。

受験期間、自分を支えてくれた方とそのエピソード。

私は高１の時の冬の講習会から代ゼミにお世話になりましたが、自分が本当に受験生なのだと自

覚し始めたのは高３の夏頃でした。それまでは、なんとなく課題をこなしていて受験をするという

実感がわかなかったのですが、いざ自覚が芽生えると学ぶことに対して意識が変わったので、当

たり前の事ですが、自分自身が受験生である事の自覚を早めに持つ事が大切だと思います。受験

を振り返った時に思う事は、自分に自信を持てなくなった時に、先生のアドバイスをしっかり頭に留

めること、自分を評価してくださる先生の言葉を信じることが大切だと思います。受験生の皆さ

ん、頑張って下さい。

現在、志望校合格のために頑張っている後輩へ一言。

一般選抜 現役合格

合格校

さん川﨑 淳平 ［都立松原高等学校］

東京造形大学　絵画専攻領域

家族とか友達とかに胸を張って報告できる安堵感が大きかったです。高校２年の終わり頃から

芸術作品に興味を持つようになり、絵を始めて一年間という短い時間の中で結果を残すことが

できたので、やれることはやれていたのかなっていう安心感もありました。

入試が終わった率直な感想は？

入試直前講習で段々と自分の個性みたいのが固まってきた気がしてきて、描いていて楽しかっ

た時が一番印象に残っています。無意識にだめだと思っていたこととかをやってみたら全然そ

んなことはなく、その仕事を褒めてもらえて、絵の仕事の視野が広がったことが自分の中では

衝撃的で、なので印象に残っています。

代ゼミで学んで一番印象に残っていることは？

自分は周りの人達とかに比べたら絵を始めるのが遅かったけど、何とか結果を残すことができ

ているので、僕みたいに始めるのが遅い人は、周りと自分を比べたりとかしないで好きにやって

いてほしいです。逆に結構早くから始めてたよって人は、慢心しないで頑張ってほしいです。

現在、志望校合格のために頑張っている後輩へ一言。

一般選抜 現役合格

合格校

さん鈴木 葉子 ［都立三田高等学校］

東京藝術大学　　絵画科　油画専攻
武蔵野美術大学　油絵学科　版画専攻
東京造形大学　　絵画専攻領域

藝大は１次も２次も、今自分が描ける最大限のものを出したから、これで落ちたらしょうがないと思え

る作品を作ることができました。２次の油絵は特に、終わった時自分の絵を見て、最高のものが描け

たとか、完璧な作品だとかは全く思わなかったけれど、今の自分のレベルでやれることは全てやった

と思いました。１年間の浪人生活を思い返しても、ブレブレで右往左往して、全く定まらなかったけれ

ど、しっかり遊んで、色々なものに触れて、影響を受けて、たくさん失敗して、悔いはない浪人生活だ

ったと思います。

入試が終わった率直な感想は？

現役時代に、光の影響を見るために夜に先生とマネキンをかついで外に出て、街中で写真を撮りま

くったことです。１枚の絵のためにこんなことまでしてくれるんだとびっくりしました。モチーフを作る

ため、絵のためなら図々しくなれるということを学びました。あとは、藝大１次の直前の、デッサンし

かやらない２週間くらいの授業です。毎日１.５枚くらいずつデッサンをして、山ほど失敗するけれど、

技術は上がっていくから、どんどん自分を超えるのが難しくなっていくというのが地獄でした。

代ゼミで学んで一番印象に残っていることは？

受験はつまらないけれど、課題があるから楽です。でも、課題がなくなった時、自分は何を作りたいの

か、何を表現したいのかという事を楽しみに考え続けるべきだと思います。私は浪人の１年で、色々な

ものに触れて、表現の手段は絵に限らずたくさんあるという事を学びました。だから、立体をつくる気

持ちで、映像をつくる気持ちで絵を描く、頭の中だけは受験絵画の枠を超えようと努力していました。

合格をゴールにしない事が、大学に入ってからのバイタリティにつながるんじゃないかなと思いました。

現在、志望校合格のために頑張っている後輩へ一言。

一般選抜 合格

合格校

さん湯浅 薫子 ［国立東京大学教育学部附属中等教育学校］

多摩美術大学　テキスタイルデザイン専攻

推薦入試は、受かれば超ラッキーくらいに思っていて、一般入試の実技の練習として試験の雰囲

気や緊張感を味わいに行くというのが一番の目的でした。実際の試験では、小論文・実技は気合

でなんとかなったものの、面接では持参作品の説明を時間内にすることができませんでした。これ

は落ちたなと思って、一般入試に向けて開き直っていたので、合格していて本当に驚きました。だ

からこそ、私の美大受験は、あっという間だったなぁとちょっと寂しい気持ちです。

入試が終わった率直な感想は？

講評の時や相談をしに行ったときに話してくださる先生方のお話です。代ゼミの先生方は、とても

博識で勉強になるものから豆知識的なものまで、とても多くの知識をもらったなと思っています。

特に自分が好きな分野に関しては、ものすごく楽しそうにお話しされていて、聞いているこちらま

で楽しくなるようなものばかりでした。私は、あまり人と話すことが得意ではなかったのですが、他

の人に自分の好きなものや考えを話すことも悪くはないなと思えました。

代ゼミで学んで一番印象に残っていることは？

推薦入試を受けるにしろ受けないにしろ、志望校の志望理由を一度書いてみると良いと思いま

す。自分は、なぜこの大学に行きたいのか、大学に入ってやりたいことは何なのか、大学の設備や

留学制度、授業形態など様々なことを調べ、一度まとめてみることで、自分が目指すべき目標が明

らかになり、入試に迷いなく挑むことができると思います。

現在、志望校合格のために頑張っている後輩へ一言。

学校推薦型選抜 現役合格

合格校
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「めちゃくちゃ」を表現するにも参考とするものがなければ表せません。絵

で表すなら写実的に描くことと同じくらい研究が必要でしょう。油画科の

面白さはどんな方向や大きさの思いでも研究対象として扱い、人に伝えて

いく「絵画表現による言葉」を身につけていくところにあります。

口での会話も絵での会話も一緒に楽しみましょう。

油画科

佐藤 亮介
東京藝術大学絵画科油画専攻卒

吉浜 岳史
明神 睦美

（東京藝術大学絵画科油画専攻卒 同大学院修了）

（武蔵野美術大学油絵学科卒 東京藝術大学大学院油画専攻修了）

日本画科の受験では、ものをよく観察して描く力が求められています。そ

れは将来、何かを創造するための礎になります。受験への道のりには苦し

い時もあると思いますが、絵を描きたいという気持ちをいつも大切にして、

課題に取り組んでいきましょう。大学合格を目指し、講師一同でサポート

していきます。

日本画科

村山 美代子
東京藝術大学絵画科日本画専攻卒

羽生 小桃
中原 玲奈

（東京藝術大学絵画科日本画専攻在学）

（東京藝術大学絵画科日本画専攻在学）

彫刻科における受験は訓練です。手、目、足、頭、身体の機能全てを使いデッ

サン・塑像と言うシンプルな実技から制作における姿勢を基礎力として身

に付けます。時には辛いと感じる時もあるかもしれませんが制作に向かう

学生を講師一丸でサポートしていきます。

彫刻科

高見 直宏
東京藝術大学彫刻科卒　同大学院修了

長谷川 慶
北山 翔一
村上 佳穗
西田 美弥子

（東京藝術大学彫刻科卒 同大学院修了）

（東京藝術大学彫刻科卒 同大学院修了）

（東京藝術大学彫刻科在学）

（東京藝術大学彫刻科在学）

デザインや工芸を将来の仕事として目指そうと思ったら、身の回りにあるモノ

やコトに興味を持って下さい。色々なことに気づくはずです。そのひとつひ

とつの気づきは、美大受験の実技の中で必ず活かされます。たくさん気づい

て、日々の制作に集中し自分を磨き上げて下さい。それを続ければ将来の夢

にどんどん近づいていくでしょう。夢の実現への第一歩のために応援します。

デザイン・工芸科

石川 聡
多摩美術大学染織デザイン学科卒

安孫子 正浩
岡田 浩志
熊谷 哲也
津村 知枝
西村 信悟
戸澤 遥
板倉 夏海　

（東京造形大学デザインI類卒）

（東京藝術大学絵画科油画専攻卒 同大学院修了）

（武蔵野美術大学短期大学部グラフィックデザイン専攻科卒）

（多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒）

（多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒）

（東京藝術大学デザイン科卒 同大学院在学）

（東京藝術大学工芸科在学）

「建築をする」と決めた自分の気持ちを何よりも優先し、建築への情熱

と夢を持ち続けることこそが合格の秘訣です。伸び悩みや迷いも必ず

やってきます。そんな時でも自分を失うことなく強い意志で目標に向かっ

てください。合格者に共通するのがこの「建築への情熱の強さ」です。

建築科

横田 充
東京藝術大学建築科卒　同大学院修了

島田 斉
間杉 杏
菊地 菜里
角野 キラリ
伊藤 優

（東京藝術大学建築科卒）

（東京藝術大学建築科卒 同大学院在学）

（東京藝術大学建築科卒 同大学院在学）

（東京藝術大学建築科在学）

（東京藝術大学建築科在学）

東京藝大で芸術学を学ぶ。卒業後は学芸員や研究者になる。何てすばら

しい人生だ、と思いませんか。むろん、そのためには人一倍の努力が必

要です。でも最も大切なのは、芸術作品および芸術家に対するリスペクト！ 

それなしには何も始まりません。今年も夢と志を持った受講生とお会いで

きることを心待ちにしています。

芸術学科

佐々木 泰樹
東京藝術大学芸術学科卒

青木 つづり（東京藝術大学芸術学科卒 同大学院在学）

現代アートが好き、映画が好き、アニメが好き…。何か並々ならぬ熱を持っ

ている人は受験においても強い。しかし作る側の人間になる為には自分の

熱を冷静に分析し、思考する必要があります。幅広い表現に触れながら、

自らの表現方法を模索し、大学合格を目指しましょう。

先端芸術表現科 映像・アニメーション

友政 麻理子
東京藝術大学絵画科油画専攻卒　同大学院修了

関根 隆裕
松本 あおい
川村 理生

（東京藝術大学絵画科油画専攻卒 同大学院修了）

（武蔵野美術大学映像学科卒 東京藝術大学大学院映画専攻修了）

（東京藝術大学先端芸術表現科在学）

なんとなくでも美術に興味があって、将来、美術的な仕事を夢に持つ人。

基礎科はその入口です。だれでも最初から上手にデッサンが描けたので

はなく、一枚一枚の積み重ねで上達していきます。「千里の道も一歩から」

焦らず楽しくデッサンから学びましょう。

基礎科

大瀧 隆夫
東京藝術大学絵画科日本画専攻卒　同大学院修了

（東京藝術大学絵画科油画専攻卒）

（多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒）

（東京藝術大学彫刻科在学）

芸大美大受験生にとっての最重要課題は、実技の実習と国語・英語の学習

です。言葉を習得せずして、造形表現の根幹を養うことはできません。多

摩美・武蔵美の国語・英語をマスターすることで、美術人にとっての言葉の

常識を身につけましょう！ 

学科 国語・英語

佐々木 泰樹
青木 つづり

（東京藝術大学芸術学科卒）

（東京藝術大学芸術学科卒 同大学院在学）

佐藤 亮介
西村 信悟
村上 佳穗

造形ジュニア こども絵画教室
青木 絵里子
木島 桂子
津村 知枝
鈴木 彩
和田 治男
岸 かれん
濱本 夏未
古田島 一誓
田口 静来

（多摩美術大学絵画学科油画専攻卒 同大学院修了）

（武蔵野美術大学日本画学科卒）

（多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒）

（東京藝術大学彫刻科卒 同大学院修了）

（武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒）

（多摩美術大学絵画学科油画専攻卒 同大学院修了）

（多摩美術大学絵画学科油画専攻卒）

（東京工科大学デザイン学科卒 同大学院修了）

（東京藝術大学絵画科日本画専攻在学）

造形学校の授業は少人数制で一人ひとりにきめ細やかな指導が出

来る体制をとっています。授業は大学生のアルバイト講師ではなく

専任の講師が主に担当しています。実技や学科の分かりやすい指導

はもちろん、制作過程で生まれる悩みや疑問にも経験豊富なベテ

ラン講師だからこそ答えることが出来ます。講師もみなさんと同じ

受験の苦労を経験してきました。同じ志を持った先輩として、時に

優しく、時には師として厳しくアドバイスしていきます。

造形学校講師紹介



油画科 高2・3生対象

夜間部
高卒生または同等の資格を認定された方対象

昼間部
月曜～土曜／9：30～16：30 ●月曜～金曜／17：10～20：10

●水曜～金曜／17：10～20：10
　　　　土曜／14：00～20：00

選
　
択

油画科では、見ている出来事を純粋に受けとめ分析する観察眼、現実に

は起きないけれど、頭の中で思い描いている世界「もしも～だったら

面白い」というようなアイデアを考え続ける発想力、この2つが制作に

おいてのエネルギー源となります。画材は油絵具だけに限らず、扱い方

によっては観察と発想の量だけ広がり、組み合わせは無限大です。その

膨大な選択肢から自分に尋ねましょう。「これはどう？」と。まずひとつの

問いかけから掘り下げていくことで、胸を張って「好き」と言える作品を

描く一歩目となります。

真剣さと宝探しのような遊び心も持ち合わせて、講師一同あなたを

サポートしていきます。

「もしも」が確かな始めの一歩。

高1・2生対象

基礎コース

●土曜／14：00～20：00
●水曜～金曜／17：10～20：10 ・ 土曜／17：00～20：00

以下の日程より選択（6時間／週）

16 油画科 昼間部・夜間部・基礎コース 17油画科 昼間部・夜間部・基礎コース

前半は形態・光・色彩・空間・構成の基礎についてレクチャーや体験を交えて再確認することから始め、長時間

制作や展示形式の課題、規格外のキャンバスでの制作など受験という枠組みから離れて1人の作家としての

制作スタンスを探ります。後半は様々な課題を経て生まれた作品から、自分が物事をどのような視点で捉え

ているのか、求めている絵画の表現方法とは何かを講師と徹底的に話し合い、資料収集や技法実験を重ね

て自分の視点と仕事を追求していきます。

入試直前には築き上げた自分の視点と仕事を幅広い課題に活かす応用力の習得と、どこでどんな作品を制

作するにしても「もっと変えていける」と向上心を絶やさず臨めるようにサポートしていきます。

「もっと変えていける」 
自分の作品制作を追求する昼間部

高校３年生や今後の受験を予定している高校生は、序盤から静物・構成・想定課題といった油画科入試での多

様な出題に触れてもらいます。広い意味で出題に向き合うための作品例を見せたりモチーフの意図について

導入説明をしたりしますが、油画科は1人ひとりの答えが違って当たり前な世界です。

講師からは作品の構想段階でたくさんの質問を投げかけられ、考えもしなかったアイデアに出会うこともあれ

ば、「そんな風に考えてたんだ」と自らの考えに初めて気づく機会にもなることでしょう。

観察力・構成力・技法や材料の知識はその考えを軸とした制作の中で身につけ、いかなる出題に対しても自分

で答えるからこそ結果に繋がるという自信を持って入試に臨めるようサポートします。

「そんな風に考えてたんだ」 
初めて自分と対面する夜間部・基礎コース

観る・感じる・調べる・知る・描く・覚える・聞く・語る　様々な感覚を鍛える授業を展開しています。

伝わる指導と対話を大切にしています。 様々な入試形態や状況に対応します。

遠隔授業対応［モチーフの送付］遠隔授業対応［課題と添削］

総合型選抜・学校推薦型選抜入試にて課される面接対策・ポートフォリオ作成の指導

光と色彩についてのレクチャー

校外授業（代々木公園にて）油絵具やアクリル絵具による画材研究

参考作品やオリジナルの資料・図解をまじえて基礎から応用まで丁寧に指導します。

生徒の考えや気づきを尊重しながら意見を交換して、作品の理想を追求していきます。

変形支持体課題（筒状キャンバス制作）

作品についてのディスカッション

展示想定課題とプレゼンテーション

校外取材課題（国立科学博物館にて） バリエーションに富んだモチーフ



日本画科

『写生』を大切にする日本画科では、日頃何気なく目にしている身の周りのものを

主としたモチーフに、その特徴や作りを見抜く観察力と、的確に捉える描写力、そ

れを見る人に伝える表現力を養います。それぞれの課題で、解説実演を通して、

道具の扱いから一つずつ丁寧に指導し、しっかりと基礎を身につけます。

基礎を確かなものに

デッサン、着彩の基礎から、構図や色についてなどの様々な講義を通じて、実技

の更なるレベルアップを目指します。また、受験のための実技力をつけるだけで

なく、生徒それぞれの好みややりたいことを明確にし、表現方法も含め、将来の基

盤となる感性を磨いていきます。

感性をみがく

成長のペースも経験値も一人ひとり違います。生徒と講師がしっかりコミュニケー

ションをとって、生徒それぞれの得意分野、苦手分野を把握し、個人に合わせたカ

リキュラムで、長所を更に伸ばし、苦手を克服していきます。わからないことをそ

のままにしないことで、無理せずレベルアップしていきます。

モチーフそれぞれの色やかたち、重さ、質の違いを感じたり、どういう状況で置か

れているのかを見つけていくことが、観察するということです。ただ漠然と見て

描くだけではなく、観察して得たことを自分なりに表現していく力を、さまざまな

課題や講義を通じて身につけていきます。 

一人ひとりに手厚い指導

18 日本画科 昼間部・夜間部・基礎コース 19日本画科 昼間部・夜間部・基礎コース

日本画科では『写生』、つまり見たものをそのまま描くことを通じて、絵画

を学んでいきます。モチーフをよく見ることが第一歩ですが、そこからど

れだけの情報を見つけられるか、そしてそれを絵に描き表せるかが、大

切な要素です。観察する力、描く力、表現する力を磨くため、生徒一人ひ

とりに合った指導で、志望校合格を全力でサポートします。

よくみて、ていねいに描く。

「漠然と見る」から「観察する」へ

水族館でのスケッチ、取材

○課題の例
 ・デッサンの基礎の確認　　　  ・石膏クロッキー特訓　　・質感の講義
 ・白背景の理解　　　　　　　 ・有色下地デッサン　　   ・マチエール講義
 ・パースの理解　　　　　　　 ・コラージュ制作　　　   ・動物制作
 ・絵の具の特性と色相の理解　 ・細密着彩　　　　　　  ・風景制作
　

有色下地デッサンコラージュ制作

講義の例

着彩の構図についての講義

2022年度在籍生の作例

動物制作 水族館での取材をもとにした自由制作石膏像の明暗の理解

高2・3生対象

夜間部
高卒生または同等の資格を認定された方対象

昼間部
月曜～土曜／9：30～16：30 ●月曜～金曜／17：10～20：10

●水曜～金曜／17：10～20：10
　　　　土曜／14：00～20：00

選
　
択

高1・2生対象

基礎コース

●土曜／14：00～20：00
●水曜～金曜／17：10～20：10 ・ 土曜／17：00～20：00

以下の日程より選択（6時間／週）



彫刻科

彫刻科では塑造やデッサンを中心に、彫刻制作に必要な観察力

や表現力の獲得を目指します。普段当たり前に見ている自分や

家族、友人の顔、動物や植物、乗り物や身の回りの道具にいたる

まで、すべてのかたちに意味があります。そのようなかたちが持

つ「印象」はどのように生まれ、なぜそう見えるのでしょうか。

かたちの成り立ちを理解し構成する力は、VRやデジタル造形技

術の普及によって、以前よりもさらにその価値を深めています。

受験を通して学ぶ彫刻の基礎は、作品をつくる楽しさだけにとど

まらない、将来の職業を選ぶ土台作りにもつながる大切な経験

になるでしょう。

私たちは、皆さん一人ひとりの目標を大切に、未来を切り拓くた

めの「カタチをつくる力」を育んでいけるよう応援します。

かたちを観る。
カタチを考える。

20 彫刻科 昼間部・夜間部・基礎コース 21彫刻科 昼間部・夜間部・基礎コース

芸大美大の入試は受験人口の推移とともに変化していますが、代ゼミ彫刻科は

入試だけを射程にするのではなく、彫刻作品を作るための基礎力を身につける

ことを重視しています。深い観察とデッサンに基づく作品の構想力、塑造におけ

る芯棒の構成力は、全ての試験課題に普遍的で揺るがない大切な要素です。

彫刻の基本を大切に

皆さんにはそれぞれに志望校や目標があり、得意不得意も違います。少人数制

で、面談などを通して一人ひとりに寄り添った指導を心がけています。また、志

望校に応じたカリキュラムを組むこともあります。自分の苦手を理解し、得意を伸

ばして合格を目指しましょう。

個性に寄り添った指導

彫刻制作を通して得られるものは、観察眼や造形力だけではありません。自分の

力だけで立体作品を完成させるという経験は、誰かに何かを伝えたり、自らを表

現することに対して自信を持つきっかけになります。アトリエの中では皆さんは

アーティスト。つくる力は、自分を表現する力なのです。

作者としての自信をつける

かたちを　観る＝知る　つくる＝わかる　表す＝語る

校外授業　動物園取材～彫刻制作

講師によるデモンストレーション

実際に動物園でクロッキーやスケッチなどの取材

を行い、彫刻作品を制作します。基礎的な造形力

を応用して、自ら選んだ動物を彫刻作品として豊

かに語り、表現する発展的な課題です。

立体空間を身体的に把握しながら制作する塑造や、

立体を平面に再構成するデッサンの制作プロセスを、

実際に観て知ることで、各自の実技に活かします。

石膏像は過去の彫刻作品として重要なモチーフです。デッサンや模刻を通し

て、過去の彫刻家の造形表現を学びます。一方で友達や自分自身、動物など本

物をモチーフにすることも欠かせません。自然のかたちを観て知り、つくって理

解し、それを表し語るという一連のプロセスが造形力を豊かにします。さらに校

外授業やデモンストレーションを通して、様々な角度から「かたちをつくる」こと

を学びます。石膏デッサン 模刻 自画像 自刻像

デッサン3h鳩首像

高2・3生対象

夜間部
高卒生または同等の資格を認定された方対象

昼間部
月曜～土曜／9：30～16：30 ●月曜～金曜／17：10～20：10

●水曜～金曜／17：10～20：10
　　　　土曜／14：00～20：00

選
　
択

高1・2生対象

基礎コース

●土曜／14：00～20：00
●水曜～金曜／17：10～20：10 ・ 土曜／17：00～20：00

以下の日程より選択（6時間／週）



「何をやろう」
から

「これをやろう」

デッサン、油彩・水彩、彫刻の授業を3科の講師が分担して行います。

やりたいことがある人も、まだ迷っている人も、

高校１・２年生だからこそ、様々な実技を経験し、

将来の自分に繋がるきっかけをつかもう。

さあ、やってみよう！

はじめよう！ 『美術の時間』

22 油画科・日本画科・彫刻科 土日基礎部 23油画科・日本画科・彫刻科 土日基礎部

絵画・彫刻のファインアートに興味を持つ高校生を対象とした毎週土曜日のコー

スです。モチーフは幾何形態をはじめ、石膏像や静物を中心に鉛筆と木炭を使っ

て『描く・つくる』の基礎を学びます。油画科・日本画科・彫刻科それぞれの専攻の

特色あるデッサンを無理のないペースで始めていきます。

美術の道のスタートライン

美術の世界は大きく分けると平面と立体に分けることができます。デッサンを経

験し、少し慣れてきた人は、次に各科の専門分野の課題に入っていきます。『絵

画』では絵具を、『彫刻』では水粘土を用います。キャンバス張り、水張り、心棒づ

くりといった制作前の準備から道具の扱いまで、一から丁寧に学んでいきます。

「これをやろう。」と決まった人はすぐ専攻の授業でスタート出来るかもしれませ

んが、これから美術の道を目指そうと決めた人にとっては専攻を決めることが一

番大変かもしれません。自分に合っていそうな専攻が見つかるまで、各科の授業

に参加してじっくり決めていくことができます。わたしたちは、これから美術をは

じめる人を全力でサポートします！

油画科・日本画科・彫刻科 ［油画科・日本画科・彫刻科］

３つの専門分野にふれる

専攻を、ゆっくり、じっくり選ぶ

高1・2生、初心者対象

高校生土曜コース

土曜／14：00～20：00

土日基礎部

デッサン

鉛筆と木炭を用います。
『描く・つくる』の基礎を学びます。

水彩・油彩

水彩絵具、油絵具を用います。
「形態」と「色彩」について学びます。

彫刻

水粘土を用います。
立体をつくることで「量」や「構造」の意識を学びます。

静物デッサン／木炭 生物デッサン／鉛筆 石膏デッサン／木炭

着色写生／水彩絵具

模刻／水粘土 自刻像／水粘土

静物／油絵具



24 油画科 作品 25油画科 作品

油画科 作品

夜間部生／想定素描「移り変わりを表現しなさい」／木炭紙

昼間部生／タイトル付き油彩「巡るあなたへ」／F15 昼間部生／友人からプレゼントされた構図で油彩／F15

昼間部生／静物素描／木炭紙

昼間部生／タイトル付き素描「君のように自分のように」／木炭紙2022年度 東京藝術大学 絵画科油画専攻 入試再現作品／油彩／F30 2022年度 多摩美術大学 絵画学科油画専攻 入試再現作品／油彩／F15

夜間部生／自ら設定したテーマで油彩／F15夜間部生／静物油彩／F15昼間部生／想定素描「アリ＋任意の言葉」／木炭紙

2022年度 武蔵野美術大学 油絵学科油絵専攻 入試再現作品／油彩／F15

夜間部生／静物油彩／F15

昼間部生／静物油彩／F15昼間部生／タイトル付き素描「トランジション」／木炭紙



26 日本画科 作品 27日本画科 作品

日本画科 作品

着彩写生／透明水彩

現役生／石膏デッサン／鉛筆 現役生／着彩写生／透明水彩

石膏デッサン／鉛筆

着彩写生／透明水彩 石膏デッサン／鉛筆

着彩写生／透明水彩

着彩写生／透明水彩

石膏デッサン／鉛筆



28 彫刻科 作品 29彫刻科 作品

彫刻科 作品

現役生／塑造 白菜／水粘土

現役生／塑造 鳩／水粘土

現役生／静物デッサン／画用紙

石膏模刻／水粘土

塑造 友人像／水粘土

石膏模刻／水粘土

　　　　　石膏デッサン／木炭紙

石膏デッサン／木炭紙

石膏デッサン／木炭紙 石膏デッサン／木炭紙

塑造 両手／水粘土



デザイン・工芸科芸大コースでは、「観ること」「知ること」「感じるこ

と」「考えること」「表わすこと」の５つを柱とした指導方針で、東京

藝術大学への合格に向けた高度な表現力を養います。ものづくりに

とって必要なこれらを会得するために、造形の基本となる考え方を

一から説明するとともに、さまざまな表現方法を提案することで発想

を広げ、学んでいきます。

藝大合格への第一歩

30 デザイン・工芸科 昼間部 芸大コース 31デザイン・工芸科 昼間部 芸大コース

高卒生または同等の資格を認定された方対象

東京藝術大学の入試において、デザイン科・工芸科には基礎的な部分で共通す

る点もありますが、科ごとで出題内容、求められる人材は違う為、それぞれ異な

る課題カリキュラム、指導を行っています。

単なる入試課題を反復的に制作するのではなく、課題の難易度・種類・制作時間

まで出来る限り個々のレベルや傾向に合わせて対策する事で、短所を着実に克

服し、長所をしっかりアピールしていく、一人ひとりに必要とする力を養います。

初心者から経験者まで、個別に対応した授業

デザインの在り方を総合的な視点から学び、理解を深めていくデザイン科では、

観察力をベースとした広い視野でのバランス感覚、出題意図を踏まえた柔軟な

発想力に伴い、それらを的確に他者に伝達できる豊かな表現力も重要視されて

います。

藝大デザイン科とは

金属や漆、陶芸など様々な素材から、丁寧な手作業での工程を積み上げ、素材

の魅力を学んでいく工芸科では、画材への取り組みや、材質への表現力、立体を

意識した構造感、作品を作りきる高い完成度を通して、ものづくりに対する熱意

が求められています。

藝大工芸科とは

昼間部 芸大コース
月曜～土曜／9：30～16：30デザイン・工芸科 芸大コース

デッサン・平面構成・立体構成を基礎からしっかり学ぶ

完成までのプロセスをわかりやすく学ぶ

構成デッサンのための手のデッサン 立体構成のための観察と素材感表現の演習

プロセス1 プロセス2

プロセス3

石膏デッサン
構図・形のポイント・制作プロセスの参考資料

プロセス4

平面構成のための
観察と表現の演習

2021年度 東京藝術大学 デザイン科 入試再現作品
色彩構成制作プロセス



デザイン・工芸科私大コースでは、「観ること」「知ること」「感じる

こと」「考えること」「表わすこと」を柱に、これらを分かりやすく教え、

モノを創造していくおもしろさと喜びを制作の現場から伝えていく

ことが指導方針です。

生徒には必ず「将来どういうデザインをやりたいの？」と尋ねます。大

学卒業後の自分の将来像をイメージしてこそ、美大受験に向けて頑張

ることが出来ます。私たちは学生の夢の実現のために、長年多くの合

格者を輩出してきたノウハウで、一人ひとりのレベルに合わせて実技

力を伸ばし、さらに個性を引き出す指導を行っています。あなたの夢

「デザイナー、工芸家」への第一歩、『美大合格』のために全力を尽くす。

それが代ゼミのデザイン・工芸科私大コースです。

あなたの夢への第一歩

デザイン・工芸科 私大コース

32 デザイン・工芸科 昼間部 私大コース 33デザイン・工芸科 昼間部 私大コース

高卒生または同等の資格を認定された方対象

実技を始める時期は人それぞれです。実技初心者には、鉛筆の削り方など道具の使い方から始まり、モノの

見方や考え方、表現テクニックなどをわかりやすく。実技経験者には、実技をより深く追究できるように、参考

作品やデザイン資料の活用、講師の豊富な知識と指導力で更なるレベルアップを目指します。一人ひとりの

学生に合わせた指導が「毎年、全員合格」を実現しています。

毎年、全員合格

授業の始めに課題の意図を解説し、達成目標を明確にした上で実技に取り組みます。講評では、その成果を

確認し、未達成の要件やまた新たに生じた問題点を分析して一点一点講評し、次の課題に反映させます。制

作したすべての作品は提出・採点・記録したうえで、個別にアドバイスしながら返却します。学生と講師が常に

学習の進行状況を確認し合い、問題点を具体的に打開していきます。

一人ひとりに明確な目標とわかりやすいアドバイス

美大合格はデザイナーになるための通過点。授業ではデッサンや色彩構成を通じて「デザイン思考」を高め

ていきます。デザイン思考とは、問題解決のために形や構成や色などを駆使すること。自分のアイデアを第

三者に伝えるために、よりおもしろく、よりカッコよく表現出来るようになるために日頃から意識させます。ま

た、デザインや社会に関心を持つために、デザインについての様々な講義も行っています。これらの先を見

据えた授業内容で、多様化する入試に対応する力を身に付けます。

デザイン思考を高め、多様化する入試に対応

昼間部 私大コース
月曜～金曜／9：30～16：30

オリジナル資料で、初心者には解りやすく、
経験者には納得の充実した授業内容です。

総合型選抜・学校推薦型選抜・帰国生など、
個別のカリキュラムで受験対策をします。

明解な授業内容［基礎課程・応用課程・実践課程］で、合格はもちろん満点作品を輩出

武蔵野美術大学
総合型選抜合格者
プレゼンテーション作品

2020～2022年度入試 多摩美術大学グラフィックデザイン学科 満点作品

2022年度合格者作品

多摩美術大学グラフィックデザイン学科 武蔵野美術大学空間演出デザイン学科

武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科

武蔵野美術大学
総合型選抜合格者

持参作品

多摩美術大学
学校推薦型選抜合格者
プレゼンテーション作品

女子美術大学
総合型選抜合格者
ポートフォリオ

応用
課程

基礎
課程

入試はもちろん、将来に必
要な造形力やアイデアの
元になる基礎を学びます。

深い表現の可能性や、自
分らしい個性的な視点と表
現を追求します。

入試傾向に添った課題で、
時間対応を含め自分らし
い表現を追求します。

実践
課程

多摩美術大学統合デザイン学科



デザイン・工芸科 夜間部・土日部・土日基礎部

34 デザイン・工芸科 夜間部・土日部・土日基礎部 35デザイン・工芸科 夜間部・土日部・土日基礎部 

現役合格に向け高い技術力を得るためには、まず基礎力を充実させることが大切です。道具の使い方から

始まり、構図のこと・立体感や質感のこと・描写のこと・色彩のこと・形やバランスのこと…など、実技が初め

ての人にも分かりやすく学べる授業を行っています。カリキュラムは合理的に組まれ、基礎力の充実から

応用力の習得へ、実力がぐんぐん身につきます！

基礎から応用へ。実力がぐんぐん身につく！

作品制作を通じて造形面での技術・知識が深まると共に、より問われるのは「その人らしい表現であるか」

ということです。課題の要求にただ表面的に答えるだけではない、作者のイメージが強くこめられた作品

を仕上げたい。私たちは毎回の課題において「どのように考えるか」を問いかけます。考える力を養い深め

ることで表現の世界は広がり、あなたの作品はより強いものになるでしょう。

考える力を養い、表現の世界を広げる！

芸大・美大の入学試験は各大学・専攻ごとに多様な傾向を持っており、合格す

るためにはそれらの傾向を的確に理解し作品に反映させる必要があります。入

試課題において何が求められているのか？その理由はなぜなのか？つまり何

に気をつければよいのか。授業の中で入試のツボを分かりやすく解説し対策

課題を行い、現役合格を確実なものとします。

総合型選抜・学校推薦型選抜は各大学・専攻によっ

て準備するものが異なります。

「ポートフォリオってどうつくればいいんだろう？」

「持参作品はどう選べばいいのかな？」「プレゼン

テーションってどうしたらいいの？」「面接はどうす

ればいいの？」など、様々な疑問や不安を解消！

その人その人の持ち味を活かした自己表現となる

よう、エントリーシートの記入方法・面接についての

アドバイス、そしてポートフォリオの制作方法や発

表の仕方などを具体的に強力にサポートします。

入試のツボがよく分かる！

将来デザインや工芸の世界を目指す高校生に向けて、代々木ゼミナール

造形学校では夜間にコツコツと時間をかけて学んでいく「夜間部芸大私大

コース（月-金／水-土）」、土日に集中して学ぶ「私大土日コース」、高校1・2

年生を対象に週に1日無理なく学べる「高校生土曜コース」を設置してい

ます。自分のスケジュールと学び方に合った最適なクラス・コースを選ん

で、高校との両立を図りながら現役合格を目指そう！

自分に合った学び方で
現役合格を目指そう！

初心者にも安心、基礎をわかりやすく学んで、一人ひとりの志望校に対応。

総合型選抜・学校推薦型選抜を強力サポート！ 万全の準備で合格へ。

高1・2生、初心者対象

高校生土曜コース
土曜／14：00～20：00

高2・3生対象

夜間部 芸大私大コース 
●月曜～金曜／17：10～20：10
●水曜～金曜／17：10～20：10
　　　　土曜／14：00～20：00

選
　
択

高2・3生対象

土日部 私大土日コース
土曜／14：00～20：00
日曜／ 9：30～16：30

月授業時間 火 水 木 金 土 日

夜間部 芸大私大コース（月-金）

夜間部 芸大私大コース（水-土）

私大土日コース

高校生土曜コース

15時間／週

15時間／週

12時間／週

6時間／週

●の数字は授業時間です。

3 3 3 3 3

3 3 3 6

66

6

夜間部は併願受験に
最適なカリキュラム

芸大 私大併願

ポートフォリオ［PDF形式］（右下）
多摩美術大学 統合デザイン学科 学校推薦型選抜 合格者作品

ポートフォリオ（右上）
武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科 総合型選抜 合格者作品

持参作品（左）ポートフォリオ（上）
多摩美術大学 生産デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻
学校推薦型選抜 合格者作品

基礎課題の一例 多摩美術大学・武蔵野美術大学　現役合格者入試再現作品の一例



36 デザイン・工芸科 作品 37デザイン・工芸科 作品 

芸大コース 作品 私大コース 作品

石膏デッサン「円盤投げ」／木炭紙サイズ

色彩構成「ミカン、カラー、任意の曲線」をモチーフに色彩表現／B3サイズ

立体構成「フランスパン、段ボール紙、任意の台」をモチーフに構成立体構成「身体の一部」をテーマに構成

色彩構成「孔雀の羽、赤カブ、想定の鏡の立方体」／B3サイズ

構成デッサン「手、ノート、タケノコ型石膏」／芸大サイズ
手のデッサン「美しい手のポーズ」／画材［ペン、薄墨］／A3サイズ

卓上デッサン／B3サイズ

手のデッサン「重いをテーマに構成」／B3サイズ

卓上デッサン／B3サイズ

静物デッサン／B3サイズ 構成デッサン「アンティーク人形」／B3サイズ 静物デッサン／B3サイズ



38 デザイン・工芸科 作品 39デザイン・工芸科 作品 

私大コース 作品

色彩構成 「葉」と文字「Nature」を構成／B3サイズ

色彩構成 「パプリカ」をモチーフに構成／B3サイズ

色彩構成 「光」をテーマに構成／B3サイズ色彩構成 「お土産」をテーマに構成／B3サイズ 色彩構成 「時間」をテーマに構成／B3サイズ 色彩構成 「メラミンスポンジとモール」をモチーフに構成／B3サイズ

色彩構成 「ヒーロー」をテーマに構成／B3サイズ

色彩構成 「躍動感」をテーマに構成／B3サイズ

色彩構成 「対比する2つの言葉」をテーマに構成／B3サイズ

色彩構成 「カボチャ」をモチーフに構成／B3サイズ

色彩構成 「怪獣」と文字「MONSTER」を構成／B3サイズ 色彩構成 「金魚」と文字「japan」を構成／B3サイズ色彩構成 「働く人」と文字「WORK」を構成／B3サイズ



40 学科 41学科 

英語・国語のテキストは、どちらも武蔵美・多摩美の過去問から「良問」を厳選して収録しています。こうした実

際の出題を、まず積極的に解くことで基本を身につけていきましょう。「基礎」を作ってから芸大・美大学科対

策？ それでは何年かかっても受験すらできません。

演習本位

芸大・美大受験生にとって最大の悩みは、どうあがいても「学科対策」に使える時間がほとんどないことです。

テキストを予習する時間などまずありません。従って復習が全て！　短時間で効率よく、どこをどのように復習

すればよいのか、毎回の授業を通じて的確にアドバイス。学科対策は「やり方」です。

復習こそ力なり

私立美大の英語・国語の出題傾向・内容はもとより、美術を志す人には、それなりの学科対策の立て方・勉強

の仕方があるのです。東京藝大で美術史・美学を専攻した専任講師が、美術人ならではの学科対策を無理な

く無駄なく伝授します。全国の美術予備校で「唯一無二」の学科授業です。

「美術のプロ」による指導

美大英語
月曜／17：10～19：10

学科 英語・国語

芸大・美大に合格するためには実技だけでなく、学科においても

高得点が要求されます。

造形学校の学科は、芸大・美大を志望する方のための「英語」と

「国語」に特化した講座です。今の実力に不安を抱える人の悩み

に応えられるよう、全員合格を目標とし、無理なく・無駄なく実力

アップを図ります。

（昼間部・夜間部・土日部・夜間基礎部・土日基礎部の高2生以上対象）

２1世紀以降、急速に変化する欧米社会の様態を手際良く分析する論説文。

武蔵美の出題のメインとなる英文はやがて日本にも波及する社会の変動

を、未来の美術人に考えさせる良問ぞろい。対して「教養」系の知識を習得

できるライトエッセーが、多摩美の出題のメインです。こちらもじっくり読み

解くことで、未来の美術人にとって必要な教養が習得できる良問ぞろい。美

術人には美術人にとって有効な外国語学習法があります。中学３年間で学

ぶ英文法を基に、「ためになる」英文を少しずつ着実に読んでゆくこと。そ

れが造形学校「美大英語」の２０年来の方針です。

私立美大の両雄である武蔵美・多摩美の一般選抜の「英語」はオーソドック

スな英文読解問題。中学３年間で学ぶ英文法と１，２００語ほどの基本単語

をしっかり習得していれば、十分に手の届く出題内容です。しかも、大学入

学後あるいは社会に出てから「英語４技能（読む・聴く・書く・話す）」を身に

つけるための基礎力が養える良問が揃っています。英語４技能の習得が叫

ばれる今こそ、武蔵美・多摩美が出題した英文を精読することで、英語に対

する苦手意識を克服することが大切だと考えます。

美大国語
火曜／17：10～19：10
（昼間部・夜間部・土日部・夜間基礎部・土日基礎部の高2生以上対象）

芸術・美術に関する読みごたえのある評論文を出題の中心とする武蔵野美

大。人間の内面に関する興味深いエッセーを出題の中心とする多摩美大。

いずれも毎年出題される文章は、大学入学前に一度は読んでおきたい名文

ばかりです。こうした文章を読み取り、未来の美術人として、改めて人の心

を感じ取り、考察すること。併せて、多摩美大の小論文にトライすることで、

自らの心と考えを記す方法を確立すること。それが造形学校「美大国語」の

２０年来の方針です。

造形学校ならでは！
美術のプロによる他では体験できない美大入試に直結した授業！

学科講座のみの受講も可能ですが、他の実技講座と組み合わせて受講することを勧めます。

英語 武蔵美・多摩美は読解派！

私立美大の両雄である武蔵美・多摩美の「国語」の一般選抜は、伝統的に

「文学」からの出題がメイン。しかも多摩美では、出題文（エッセーが大半）

の趣旨を踏まえた上で４００字の小論文を作成します。未来の美術人にとっ

て何より大切なのは、小説やエッセーの読解を通じて人の心を知ることだ

と考えます。今こそ、武蔵美・多摩美の出題文をじっくり読み込みましょう。

国語 武蔵美・多摩美は文学派！

学科力+実技力

代ゼミ造形学校

芸大美大全員合格！



●部活や学校行事で忙しい高校生

●大学受験科や講習会の授業の空きコマを
　有効活用したい高卒生

●短期間で一気に受講して学習の遅れを
　取り戻したい高校生

●先取りして学習をどんどん進めたい高校生

●造形学校の授業と併行して学科対策を
　効率よく進めていきたい高校生・高卒生

42 学科 43学科 

学力をさらに充実させたい受験生のために学科も実技も「講師力」の代ゼミ。

「学科嫌い」の人のために。
佐々木泰樹 学科担当講師

1年間、ともに頑張りましょう。

代ゼミ造形学校の「学科力」3つのポイント。

造形学校で英語・国語を担当する講師は、学科レベルでの難関校として知られる東京藝大芸術学科（美学・

美術史専攻）卒業の専任講師。ひと味もふた味も違うオリジナルのテキストと授業で、学科対策は万全！

対面授業の特長は、なんといっても迫力と緊張感のある授業を受講できることです。受験界最強の講師陣や

周囲の仲間の熱意に触れ、高いモチベーションを保ったまま受験に向けた学習を続けることができます。

近年の美大入試において、学科対策は軽視することができません。代ゼミ造形学校では「美大英語」「美大

国語」を開講していますが、SAPIX YOZEMI GROUPではあらゆる受験生に対応できるように、充実した

講座ラインナップを用意しています。

講師はベテランの専任講師

クラスは15名限定

英語・国語を超えた論述力

英語・国語とも、１クラスの受講生は15名まで。講師と受講生が密に対話できる、一斉授業と個別指導の長所

を合わせたクラス編成。質問もしやすい雰囲気です。

機械的な知識の習得だけではなく、小論文の授業を取り入れて、未来の美術人に必要な論述力の養成を目指

します。これからの時代、最も大切なのは、日本語のブラッシュアップです。

「母校」造形学校で２０年来「学科」授業を担当する佐々木です。卒業した専攻こそ美術史・美学です

が、もともと実技志望だったため、学科、特に英語は大嫌いでした。国語も本を読むのは苦にならな

かったものの、問題（特に選択肢問題！）を解くのが好きではなく、高校３年間は理系科目も文系科目

も立派に落ちこぼれ。そうした私を救ってくれたのが、美大の一般入試の英語と国語（特に多摩美の

小論文）。それに芸大の２次試験（芸術学科の英語・歴史・論文）でした。とりわけ、英語については、

面白い文章を読めば日本語以上に興味深い言葉だということに気付きました。武蔵美・多摩美が毎

年出題する英文・邦文は、未来の美術人のために出題担当の先生方が選び抜いた文章です。こうし

た英文を読み解くことで、それまで関心のなかった文法事項にも興味を持てるようになり、ひいては

日本語の構造にも注意するようになりました。もとより美術人は、興味ある物事の「仕組み」に関心を

持つ性質があります。その性質を、これまで以上に発揮させてくれるのが、武蔵美・多摩美の英語・国

語なのです。トライしないのは、あまりにももったいなさすぎる。１年間、一緒にトライしていきましょ

う。４月のスタート時点でかなり苦手意識の強い人でも、秋口には億劫ではなくなってきます。また、

学科に対する苦手意識が薄まるにつれて、ますます美術人になりたい！ という気持ちが強まってくる。

これ、本当の話ですよ。

●対面授業

●フレックス・サテライン
（ＦＳ）

フレックス・サテライン（ＦＳ）の受講について

個別ブース受講

フレックス・サテライン（映像授業）の特長は、自分の予定に合わせて受講スケジュールを組めることです。既

に収録済みの授業を、学習の進捗状況に合わせて先取り受講をすることも可能です。早送りや早戻しができ

るので、見逃しの心配はありません！

各校舎（造形学校を除く）にフレックス・サテライン専

用の個別ブース教室があります。１席ずつ仕切られた

個別ブースなので、周りを気にせず集中して受講する

ことが可能です。また、高画質の映像に加え「授業音

声の録音」や「講義映像の早送り・早戻し」「倍速受講」

あるいは「マイヘッドフォンの使用」などができます。

モバサテ
お持ちの「タブレット端末・スマートフォン・ＰＣ」で

受講します。ご都合に合わせて、いつでもどこでも

映像授業を受講することができます。

授業形態

（注）受講に際しての注意点については、別途校舎のスタッフへお問い合わせください。

（注）受講回数に制限があります。

※講座申し込み後、「サテラインゼミ　マイページ」より受講方法を選ぶことができます。
　１講目は個別ブース、２講目はモバサテでの受講、といったように、１コマずつ受講形式を変えることも可能です。
　（１講目は対面授業、２講目はフレックス・サテライン、といった選択はできませんのでご了承ください。）
※都合が悪くなってしまっても、スマホ・ＰＣから改めて受講予約ができます。
　また既に受講した授業をもう一度受講したいという方には再受講制度もおすすめです。
　ただし１コマにつき所定の手数料を頂くことと、受講校舎窓口でのお申し込みが必要ですので、ご了承ください。

フレックス・サテラインは
こんな方におススメです

設置講座を一部ご紹介します 下記以外にも豊富なラインナップを揃えていますので、お気軽にお問い合わせください。

講座種類 受講するのに最適な受験生

大学入学共通テストゼミ
（2023速習）

受けたい講座を時期を問わず受講できます。
●学習の遅れを挽回し、短期間でライバルに差をつけたい生徒
☆代ゼミでは「大学入学共通テスト」対応の模擬試験を実施します。詳細は専用チラシをご覧ください。

Ｂａｓｉｃ総合講座
（英語・現代文・古文・漢文）

大学受験へのファーストステップとなる講座です。
●学校で勉強したはずなのに学習法がよく分からない生徒
●英語・現代文・古文・漢文を初めて学習する方や苦手意識のある生徒

論理国語《記述力・表現力養成》講座
記述力をレベルアップしたい方まで幅広く対応します。
●現代文をしっかりと学び直したいという生徒
●読解力に不安があり、何とかしたい生徒

単元別基礎力完成講座（月謝制）
弱点補強や苦手科目の克服を目指しましょう。
●苦手な分野や、曖昧になっている分野を完璧にしたい生徒
●高校で学習していない範囲を集中的に受講したい生徒

入試対策小論文講座
（答案添削・採点つき）

「小論文」の学習をしっかりとやりたい方へ。
●「小論文」を初めて学習する生徒
●学習をしているが、あまり手応えを感じていない生徒

新課程対応講座
新課程入試に対応。2023年4月現在で高校1・2年生となる生徒が対象です。
●現役合格のために、早期に受験対策を始めることをお勧めします。
☆詳細な講座ラインナップは「フレックス・サテライン案内書」をご覧ください。

受講講座の相談も受け付けています。お気軽に事務局へお問い合わせください。
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高卒生、高2・3生対象

実技のスタートは描くことから始まります。描くことによって「形や立体を把握する力」や「空間を意識する

力」を養い、ものの見方と確かなデッサン力を培います。私たちは指導を行う上で、作品の結果だけでなく、

描いていく過程を大切にして形の捉え方や表現の仕方を一緒に考えていきます。「描力」はあなたの発想や

つくるものを支える土台となる基礎力です。　

「描くこと」

実際に立体や空間をつくってみると、考えたり描いたりしただけでは分からなかった多くのことに直面し

ます。その一つ一つを検討し解決する中で建築的な考え方が培われます。立体作品は客観的に評価し見

ることができ、制作した達成感や楽しさ、意欲や情熱も生まれてきます。積極的に手を動かすことによっ

て、ものづくりに取り組む姿勢と発想力や造形力を養っていきます。　　　　　　　　　　　　　

「つくること」

新しいものをつくり出すためには、既存にとらわれない自由な発想と論理的な思考が必要です。「論理的」と

は「前提とそれから導き出される結論との間に筋道が認められ、納得できること」です。ですから自分の考え

たことや創造したものを自分以外の人に「かっこいい」「おもしろい」「なるほどね」と思わせるものにしなけ

ればなりません。どのように発想し、それをどのように空間に関係づけ、どのように表現するのか、「発想か

ら表現」までのプロセスを通してその流れを理解し、必要なスタディやエスキスの仕方を学習し、構想力や

創造力、表現力を養います。

志望する大学によって試験内容や用意するものが

異なり、受験には時間をかけた準備が必要です。ま

た、大学にコンタクトすることが有利になる大学もあ

ります。まず入試の疑問点をクリアし、合格までの流

れを理解して、全体のイメージをつくりましょう。

「建築の志望動機」や「大学の志望理由」、「入学後

の学習計画」、「これまでの活動報告」などの書き方

やまとめ方は、建築的な視点から一人ひとりの性格

や持ち味を考えて適切にアドバイスします。提出す

る「ポートフォリオ」や「事前課題」の制作の仕方も

一緒に考えて具体的にサポートします。

入試実技は基礎力を養う課題や傾向に合わせた課

題、過去問などを用いて効果的に対応します。

「考えること」

芸大コース
土曜／14：00～20：00　日曜／9：30～16：30

代ゼミ建築科では「描くこと」「つくること」「考えること」を柱に、

発想から表現までを分かりやすく教えます。そのプロセスの中で必要

な能力を養い、ものをつくる面白さや喜びを伝えるとともに、創造

することへの興味と探究心を高めます。

建築は今、社会の変化と技術の革新によって、新しい発想や今まで

にない形や空間が生まれ、さらなる新しい建築のあり方を求め、日々

進化しています。

アトリエで素晴らしい仲間と出会い、さまざまな考え方や表現に触

れ、広い視野に立つしっかりとした思考力や洞察力を養って、新しい

建築の世界に一歩を踏み出してください。

「代ゼミの建築」が全力でサポートします。　

さあ、建築を始めよう！

「鉛筆デッサン」「空間構成」「立体表現」「総合表現」を中心に建築写生や街のスケッ
チ、図学や空間図形演習、宿題などを交えながら計画的に進めていきます。
また必要に応じて、講師がデモンストレーションをして一緒に作品を制作し、制作の過程
や作品を具体的に示します。制作中は一人ひとりの進め方やエスキスを常にチェックしな
がらサポートし、講評では出題のねらいやポイント解説した上で一点一点を講評し、作品
のよい点やよくない点を明らかにし、各自の作品がさらに魅力のある強いものになるよう
に、その方法やヒントや可能性を提示していきます。　　

高卒生、高2・3生対象

美大コース
選択　土曜／14：00～20：00 or 日曜／9：30～16：30

カリキュラムは志望校や学習レベルに合わせて対応致します。各自のスケジュールに合わせ
て土曜と日曜のコースが選択でき、振替も可能です。また、週１日しか通えない「東京藝大志
望の高２生」にも対応しています。

武蔵野美大や多摩美大などの建築・環境デザインを志望する人の
ための週１日コースです。確かなデッサン力と構成力を学びます。
また総合型選抜や学校推薦選抜にも対応しています。

高卒生、高2・3生対象

工学コース
選択　土曜／14：00～20：00 or 日曜／9：30～16：30

入試に必要な描写力や空間表現力、図学演習や立体構成、ポートフォリオや出願の作成指
導など、志望校に合わせたカリキュラムで対応します。各自のスケジュールに合わせて土
曜と日曜のコースが選択でき、振替も可能です。　　

早大一般入試の「空間表現」や「建築AO入試（創成入試）」、横国大の
「総合型選抜」などの工学系建築実技対策のための週１日コースです。
デッサンの基本を身につけ確かなデッサン力を養成します。

建築系の総合型選抜・学校推薦型選抜・帰国生選抜には個別カリキュラムで一人ひとりの志望校に対応します。

ポートフォリオ／早稲田大学「創成入試」

ポートフォリオ／Rhode Island School of Design

提出成果品（A3シート）／明治大学「総合型選抜」

藝大受験に最適な週２日の土日コースです。
必要な画力と表現力を養いながら、発想の仕方や空間を構想するプロセスを
学びます。藝大建築科に多くの合格者を出し、「藝大建築なら代ゼミ」と言わ
れた指導力で、入試実技が「総合表現」になってからも40人を超える合格者
を輩出しています。

●横浜国立大学／建築
●早稲田大学／建築
●武蔵野美術大学／建築　　　　
●多摩美術大学／環境デザイン　

●共立女子大学／建築コース　　
●明治大学／建築
●日本大学／建築
●東海大学／建築　

●芝浦工業大学／建築AP
●Coｒｎell University／建築　　　 　
●Rhode Island School of Design／建築
  他

合格実績
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立体構成／チップボール 立体構成／チップボール

立体構成／白ボール・半紙

立体構成／チップボール

立体構成／ケント紙立体構成／ケント紙・糸ほか 立体構成／ケント紙

立体構成／ケント紙ほか

立体構成／ケント紙 立体構成／白ボール 立体構成／白ボール・半紙

立体構成／ケント紙・PP

早稲田大学空間表現／B4変形サイズ早稲田大学空間表現／B4変形サイズ 早稲田大学空間表現／B4変形サイズ

鉛筆デッサン［静物］／B2サイズ 鉛筆デッサン［静物］／B2サイズ

鉛筆デッサン［静物］／B2サイズ

鉛筆デッサン［静物］／B2サイズ

鉛筆デッサン［静物］／B2サイズ

鉛筆デッサン［静物］／B2サイズ

横浜国立大学総合型選抜実技／造形II 横浜国立大学総合型選抜実技／造形II
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空間構成／各 B3サイズ

総合表現／B2+B3サイズ

総合表現／B2+B3サイズ

総合表現／B2+B3サイズ

総合表現／B2+B3サイズ

総合表現／B2+B3サイズ

総合表現／B2+B3サイズ総合表現／B2+B3サイズ

総合表現／エスキス

総合表現／エスキス

総合表現／ドローイング・立体模型 総合表現／ドローイング・立体模型



今日さまざまな分野で、人類のこれまでの「あゆみ」を再考しようと

いう機運が高まっています。芸術・表現・創造……こうした言葉と領

域を今一度考え直してみること。そして芸術を文化の根幹を形づく

るものとして捉え直し、その意義を深く省察すること。それが「芸術

学」というフィールドの中心課題です。日本でも８０年代以降「芸術

学」の視野から創造の場を捉え直そうとする試みが始まりました。

しかし、芸術学を学べる大学の数はさして多くはないというのが

現状です。
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国公立大学「人文学系」の最難関校の１つとして知られる、東京藝術大学芸術

学科を目指す高校２年生・１年生のために、日曜午後３時間を使って、藝大入試

に必要な「英文和訳」「歴史論述」「作品鑑賞論文」の基本的論述・記述力を養

う講座です。特にセンター試験が「大学入学共通テスト」に移行したため、これ

まで以上に２次試験での高得点が必要になります。藝大２次レベルの論述・記述

力こそ、「付け焼き刃」の効かない、根底的な思考力・分析力が必要とされる本

格派レベル。受験学年になる前に、少しずつ着実に実力を養成しておくのが、藝

大現役合格のための最良の対策法です。

芸大基礎コース
日本における芸術学の先駆的存在である東京藝大芸術学科を第１志望とする人

のために、英文和訳・歴史論述・小論文の３科目を中心に美術史・美学の入門講座

を交えて、独自のカリキュラムによる授業を行います。出題する演習問題はいず

れも藝大入試の傾向をふまえて吟味したオリジナル問題。解説授業は答案添削

を反映させ無理なく無駄なく行います。また「教養主義」に基づく藝大入試に備

えるため、歴史では日本史・世界史の両科目の解説を聴講（演習時は選択）でき

る等、偏りのない知識と理解力の養成を目指します。素描選択者にとっても入学

後を考慮した場合、論文対策は必須事項。素描入試の対策については、まず芸

術学科担当講師にご相談ください。

東京藝大の入試は、大学入学共通テストと２次試験が課されます。芸術学科の定員２０名という狭き門を突破

するためには、共通テストだけでなく２次試験も高得点が要求されていると言えます。

２次試験での論述力を重視している藝大芸術学科であるため、日頃から問題に解答できるような力を養う必

要があります。

藝大芸術学科は７０年の歴史において、美術史・美学の研究者、ならびに研究能力の高い学芸員を育ててき

た大学です。英語学習１つとっても、文化学の研究者としてまず必要とされるのは、英語で書かれた研究論文

の「読解力」であり、また、その理解を日本語にする「翻訳力」です。

ビジネスに必要なオーラルコミュニケーションの前に、まず英語と日本語の読解力と記述力の根底を、どれだ

け着実に養成するか。藝大２次試験の論述は、旧帝大系の人文系学部の入試と肩を並べる本格的な論述試

験。それは将来、有望な研究者・学芸員になるための資質を問う試験なのです。目先の大学入試の変更ばかり

に気を取られていては、藝大合格はおぼつきません。

日本語も含めて、言葉に関しては「話す」「聴く」よりも、「読む」「書く」能力の方が優れている場合が少なく

ありませんし、研究者としては後者の方がむしろ有望なのです。国公立大学の中でも最も本格的な論述を課

す藝大芸術学科に合格するために、ここ3０年にわたって優に２００名を超える藝大生を育てた造形学校芸術

学科の伝統あるプログラムを、今こそ活用していただきたいと思います。

東京芸大コース

高卒生、高3生対象

東京芸大コース
日曜／9：30～16：30

高1・2生対象

芸大基礎コース
日曜／13：30～16：30

「芸術学」って、何だろう？

芸術学科

　報道等で話題になっているように、大学入試を取り巻く環境は刻々と変わりつつあります。特に大

学入学共通テストにおいては、その変化が顕著と言えるでしょう。しかし、そうした表面的な変動に

一喜一憂する必要はありません。もとより藝大芸術学科は美術史・美学の研究者ならびに学芸員の

養成コース。したがって、これからますます「２次」の論述力が重視されます。私が造形学校の専任講

師になって30年間で２０7名の藝大生が誕生しましたが、いずれの方も、言語（英語・日本語）の「話

す・聴く」よりも「読む・書く」能力に秀でた人のように思います。どうしても「口述」が中心となる昨今

の学校教育に、どことなく違和感を覚える人の方が「芸術学」に向いているのではないでしょうか。

ましてや、われわれが憧れ愛する美術・芸術という領域は、決してビジネスに還元される領域ではあ

りませんし、表面的な情報伝達で事足りる世界でもありません。

　高３生・高卒生・大学生そして社会人。何らかの形で美術の世界で生きたい！と願う人にとって、

藝大芸術学科は「最初の関門」なのではなく、「唯一の入口」だと思います。文字通り「狭き門より

入れ」。受講生の皆さんの思いをかなえるべく、新年度も、思いを込めた授業をお届けします。

「芸術学」という、これからの長い道のりの始まりのためにも。

芸術学科講師・佐々木泰樹

208人目の藝大生のために！

美術史学・美学

藝大芸術学科の
合格に向けて

「英語４技能」より
大切なこと

２次対策こそ、
ゆっくり着実に

藝大芸術学科
定員20名中

7名は「代ゼミ」生！
1993年～2022年の

藝大合格者数

207名の実績
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日本史
「三都の発達」について600字以内で論じなさい。

美術史・美学の根幹を形づくる原書の講読。それは決してペダンティックな色合いのものではなく、芸術・美術

に関する思考の幅を広げる有用な方法です。欧米人の手になる美術関連の著作は、現代の日本に生きるわ

れわれにとっても大いに刺激となります。そうした英文の内容を汲み、どこまで的確な日本語に翻訳できる

か。芸術学で求められる「英文和訳」は単なる英文解釈にとどまらない感性的表現なのです。

英語

言葉の届かぬ先に絵画が、音楽がある。よく言われ

ることながら本当でしょうか。絵画を、音楽を、理解

し記述し得る言葉を、多くの人はまだ見つけていな

いとは言えないでしょうか。芸術学の論文の中心は

造形作品の特質を記述することにあります。「造形

的特質」の記述。そのための言葉と感性を育むこ

と。作品に対する深い理解は必ず言葉を伴うもので

す。そうした言葉の積み重ねによって、自らの感性

も思いがけない広がりを持つのです。

論文

藝大・美大の芸術学科を志す人にとって、デッサン

は必ずしも入試において必要な科目ではありませ

ん。しかしデッサンとは何でしょうか、しかも良い

デッサンとは？ 自分なりにその感覚を養ってゆくこ

となしには、造形芸術に対する深い理解は成り立

ちません。デッサン受講を検討される場合、芸術学

担当講師にご相談ください。

素描

個々の天才たちによって創り出される芸術作品。しかし優れた作品というものは決して一個人の力量にとど

まるものではありません。その背景には人類の歩みの滔々たる流れがあります。文化史を基軸に、作品・作者・

社会の関係をダイナミックに捉え直すためにも、歴史的思考と論述は芸術学にとって不可避の課題。教科書

ベースの必要不可欠な知識を基に「考え、かつ記す」という地道な作業から、芸術・美術に関する深い思索が

生まれるのです。

歴史

世界史
「17・18世紀の西欧美術」について600字以内で論じなさい。

東京藝術大学芸術学科合格者の在籍時の作品

問題　指定した作品の「造形上の特質」について論じなさい。
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高卒生、高2・3生対象

先端芸術表現科｜映像・アニメーションコースが対象とする学校の多くは映画やアニメ、マンガ、舞台、現代

美術など様々です。これらの多くは共同作業で作り上げられています。自分の中に生まれた漠然としたインス

ピレーションを、より具体的な構想へと発展させ、自分がなぜそれを作りたいのかを頭の中で明確にしていく

ことが必要になります。

考えることから始めます

言葉を単なる説明の道具としてではなく、ひとつの表現媒体として使います。物語や小論文、詩やプレゼン

テーションなど言葉を使う機会はたくさんありますが、より相手に自分の考えを理解してもらうために言葉の

違いはもちろんのこと、印象やニュアンスまでを調節して、自己表現としての言葉を確立し使いこなせるよう

様々な訓練をしていきます。

言葉を使った表現

先端芸術表現科の授業で使用する道具は、鉛筆や筆だけではありません。写真、映像、文章、アニメーション

など、多岐にわたるメディアを用いて作品をつくる授業を行います。一つひとつの道具の基礎的な使い方か

ら、より専門的な使い方までを、一人ひとりの興味関心、進学したい大学、将来やっていきたい仕事に合わせ

て丁寧に指導していきます。

いろいろなメディアに触れる

先端芸術表現科
映像・アニメーション
土曜／14：00～20：00
日曜／  9：30～16：30

高1・2生、初心者対象

高校生日曜コース
日曜／9：30～16：30

本コースでは、扱う素材や技法に捉われることなく、様々なメディアを

横断しながら、創作の基礎となる実践的な学習を進めていきます。

インターネットやモバイル端末の普及により場所や日時を問わず誰

かが何かを発信している今日、実写やアニメーションを用いた映像

はもちろん、写真、音楽、マンガ、ゲーム、演劇など様々な媒体を用い

た、より独自性のある表現を生み出す人材が求められています。本

コースは、そういった様々な表現の世界に出て仕事をしたい、幅広

い表現活動をしたいという人のために開けられている入口です。

芸術のもつ意味そのものを考え、より深い表現を目指していきましょう。

あたらしい領域の表現をめぐって

先端芸術表現科 映像・アニメーション

本科では、一般選抜への対策はもちろん、エントリーシートや事前提出課題の制作、ポートフォリオ制作、

面接練習など、多岐にわたる試験方法に合わせた対策も行っています。

志望分野が明確に決まっている人や、これまで制作してきたもの・高校生活で積極的に取り組んできたことが

ある人を対象に、これまでの活動や志望分野への熱意を、自分なりにまとめて伝えられるようサポートします。

総合型選抜・学校推薦型選抜対策もサポート

●東京藝術大学　　　先端芸術表現科

●武蔵野美術大学　　映像学科/芸術文化学科

●東京造形大学　　　映画・映像専攻/アニメーション専攻/写真専攻

●多摩美術大学　　　情報デザイン学科 メディア芸術コース/

　　　　　　　　　　演劇舞踊デザイン学科 劇場美術デザインコース　

●日本大学芸術学部　映画学科/写真学科

●東京工芸大学　　　映像学科/アニメーション学科/写真学科/

　　　　　　　　　　インタラクティブメディア学科/

　　　　　　　　　　マンガ学科/ゲーム学科

●女子美術大学　　　メディア表現領域

●京都精華大学　　　マンガ学部/デザイン学部イラストコース

●大阪芸術大学　　　映像学科/キャラクター造形学科/写真学科/

　　　　　　　　　　芸術計画学科/アートサイエンス学科

●京都芸術大学　      キャラクターデザイン学科/映画学科/

　　　　　　　　　　こども芸術学科

他、映像/アニメーション/メディア系学科・専攻等

受験対象となる学校

何かを始めたいと思ってる人、何となく将来のビ

ジョンがある人、自分の世界を広げる週に1度の

刺激的な日があるといいと思いませんか。

日曜コースはメディア系大学受験に必要な基礎力

を身につけるための授業と、先生と相談しながら

どんなことをするのか自分で自由に決められる

授業の２本柱で進めていきます。

高校生日曜コース
身近に相談できる人がいる

多様な試験方法への対策も行なっています
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美術の世界に進もうと思ったら、まず〈デッサン〉から始めましょう。観ること、描くことの基本を、講師が
わかりやすく指導します。

美術の基本はデッサンです。

自分の思いを作品にするには、観察する眼と表現する技術力

を養わなければなりません。そのために、どの科で受験するに

もデッサン力をつけることは大切なことです。基礎科では受験

の準備として、デッサンを中心に指導していきます。

初めての人は基礎科から
はじめよう！

基礎科高校生

初心者の方は道具の使い方から始め、基本的なモチーフを描きます。学期途中の参加も可能なので安心し
てスタートできます。画材は木炭・鉛筆から選び、デッサンは石膏と静物から選べます。教育系大学入試など
にデッサンが必要な受験生へは、受験に合わせたカリキュラムを作り臨機応変に対応します。

個人のレベルに応じた楽しい授業。

生徒一人ひとりの個人ファイルを作り、個人の実力に応じた指導を行っています。初心者だった頃からの
成長の流れを把握することにより現役合格を目指します。

個人ファイルによる一貫した指導で合格をめざす。

油画科、日本画科、彫刻科、デザイン・工芸科、建築科、芸術学科、先端芸術表現科など、どの分野が自分に適
しているのか？ 自分には何ができるのか？ ２学期中心に行われる各科講師による「専門分野の実習」によっ
て、納得のいく進路の選択ができるように指導していきます。各科の先生がどんな雰囲気なのかも含め進路
を決定するのに最適なチャンスです。

専攻がはっきり決まっていない生徒でも安心。

随時、生徒と面接をするため、進路や制作上の悩みなどの相談ができます。受験のことばかりでなく、将来、
美術の世界に進む心構えなどもお話しします。

一人ひとり、適切な進路相談。

中間テストや期末テスト、部活や学校行事などで通えない日がある場合は振替ができます。学力と実技、高校
と予備校の両立を考えて指導しています。（授業の振替は学期期間中のみ可能です。事前に事務局、または
基礎科講師へお申し出ください。詳細はP.65をご覧ください。）

基礎科の授業は振替ができます。

なぜデッサンを学ぶのか？

形態 立体感 固有色

材質感 空間感

構図・構成

発想

基礎科はデッサンの
この部分を重点的に指導します

代ゼミ造形学校の指導方針
「自分を磨くトライアングル法」

デッサンを学ぶには漠然と描いていてはなかなか

上達しません。造形学校ではデッサンを学ぶため

の大切な7つの項目を掲げています。デッサン初

心者は、この7つの項目の無理のないところから

段階的に始め、デッサン経験者は7つの項目を合

わせた課題を描き重ね、実力をつけていきます。

形態

立体感

固有色

材質感

空間感

発想

構図・構成

形態

立体感

固有色

材質感

構図・構成

形態

立体感

構図・構成

形態

立体感

構図・構成

高1・2生、初心者対象

高校生土曜コース
土曜／14：00～20：00

高1・2生、初心者対象

高校生金土コース
金曜／17：10～20：10
土曜／17：00～20：00

高1・2生、初心者対象

高校生水木コース
水曜・木曜／17：10～20：10

高1・2生、初心者対象

高校生月火コース
月曜・火曜／17：10～20：10

芸大美大は基礎科が入口。
デッサンに必要な7項目についてわかりやすく学んでいきます。

春期 3月21日（祝・火）／3月30日（木）
4月  8日（土）

夏期 7月9日（日）／7月23日（日）

冬期 12月3日（日）

2023年度 初心者のための体験デッサン　実施予定日

初心者のための体験デッサンの流れ

時間／12：30～16：30　

電話にてお申し込みください。 0120-71-4305

初心者のための体験デッサン
美術・デザイン・建築・映像などに興味のある方を対象に、デッサンの体験実習・美大入試説明・進学相談を
行っています。

授業見学
美大受験を考えている方を対象に、実技についてのご相談や、授業内容などの見学を、年間を通して随時受
付けています。お気軽にご相談下さい。

芸大、美大の受験ってどんなかんじなのか？ 初めて
の方でもわかりやすく説明いたします。各大学や専
攻、学力や実技のレベル、受験期のアドバイス、大学
での生活や卒業後のことなどを話します。だんだんと
自分のやりたい事や進路が見えてくると思います。

参加無料
画材貸与

基礎科を見る。
知る。
体験する。

●初心者の成長の歩み

基本Ⅱ「立体感を学ぶ課題：円柱」

基本Ⅰ「立体感を学ぶ課題：立方体」

基本Ⅲ「材質感を学ぶ課題：ガラス、金属」

基本の復習課題「基本的な要素を組み合わせた静物」 芸大、美大入試説明1
木炭で初心者用の石膏デッサンを描きます。
道具の使い方や基本的な描き方の説明をするので
安心して参加してください。制作後は1作品ずつ講
評するので、これからの参考にしてください。

デッサン体験実習2
デッサンを制作している間に、個別で面談いたしま
す。志望大学や専攻など、受験についてわからない
事や心配な事など、個別でお話を伺いながら、これ
からどのように学んでいくと良いのかを専門の講師
がお答えいたします。

個別進学相談3
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木炭デッサンは単に木炭の粒子を描き重ねるだけでなく、ガーゼや指ではたき

落としたり、擦り込んだりして、さまざまな調子や色味を出し、古くから絵画の基

礎力をつけるために行われているデッサンの方法です。細かく描きにくい画材な

のですが、大きく観察したり、大胆に手を動かしたり、また修正しやすいので、

デッサン初心者には最適な画材です。

6B～6Hなど、違う硬さを重ねて描き進めていく、日常では馴染み深い鉛筆を使用

するデッサンです。木炭デッサン同様、鉛筆の粒子を重ねたり擦り込んだりして描

き進めますが、先端が細い画材なので描き込みをしやすい分、部分的に観察しが

ちで全体感が損なわれることがあります。比較的にどの科の受験でも鉛筆デッサ

ンが出題されますが、受験まで余裕のある高校１・２年生やデッサンが初めての人

は、木炭デッサンから始めて鉛筆デッサンに変えていくことをお勧めします。

木炭デッサンとは？

鉛筆デッサンとは？

基礎科の授業では、
『木炭デッサン』と『鉛筆デッサン』の
どちらでも選択して制作ができます。

木炭

鉛筆

（本校事務窓口にて割引価格で購入できます。）

通常授業では、石膏像と静物を選んでデッサンができます。また、どちらの課題も初心者用と経験者用を

選べるので、初めての人でも安心して始められます。

木炭デッサン用具
・カルトン
・クロッキー帳（マルマンSM-02）
・木炭紙
・木炭（伊研No,220）
・スプレーフィキサチーフ
・計り棒
・目玉クリップ（4個）
・練り消しゴム
・デスケルD
・パネルバッググレーB2
※その他消し具として食パンを使用します。

・木炭紙サイズ木製パネル
・クロッキー帳（マルマンSM-02）
・画用紙（木炭紙サイズ）
・鉛筆（2H・H・HB・F・B・2B・3B・4B）
・スプレーフィキサチーフ
・計り棒
目玉クリップ（4個）
・練り消しゴム
・消しゴム
・カッターナイフ
・デスケルD
・パネルバッググレーB2

鉛筆デッサン用具

春 夏

講
評

課
題
説
明

14：00

制作

登校したら、
描くモチーフを選び
制作場所を決める。
どの場所がよいのか
分からないときは
講師へ相談しよう。

後片づけをして
帰宅しましょう。
授業終了後は講師への
質問が自由にできます。
分からない所は
どんどん聞こう。

20：00

１日の授業の流れ （土曜コースの例） 制作した作品をならべ、
良い点や今後の注意点などを
一点一点解説します。

制作中は担当講師が
一人ひとり個人指導します。

基礎科で学ぶ
デッサンの基本を学びながら、さまざまな美術の世界を学んでいきます。初心者には道具の使い方から始まり、

デッサンの基本を順序立てたカリキュラムから学びます。解らないことや忘れてしまったことなど、何回でも繰り

返し説明を聞くことで、考え方や技術力を身につけていきます。

基礎科の１学期

石膏デッサンでは、明暗や陰影を利用しながら、立体感

や空間、像の動きや量感を表現していきます。形の狂い

を直したり、バランスの良い進め方や計画性を学び、制

作に対する基本的な集中力を養います。

石膏デッサン

鉛筆で描いた石膏デッサン木炭で描いた石膏デッサン

静物デッサンでは、身の回りにある様々な

器物や野菜、果物、植物などを題材にしま

す。石膏デッサンと同じことを主に学びます

が、モチーフの材質感や固有色を感じさせ、

パースと言われる透視図法を正しく使い、

自然に見せる観察力と技術力を養います。

静物デッサン

鉛筆で描いた静物デッサン木炭で描いた静物デッサン

1学期油彩実習「静物を基にタイトルを付けて自由に油彩する」●1学期 油彩●1学期 デザイン

ボールペンによる静物デッサン

初心者のための基本を学ぶデッサン／鉛筆

　有色下地デッサン／鉛筆・白チャコール鉛筆

1学期デザイン実習「サイコロのデザイン」 「崇拝／F10号」 「遮る／F15号」
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基礎科の２学期 秋夏 冬 春

２学期から在籍する初心者には、鉛筆の削り方、画材の扱い方、デッサンについての説明を丁寧に行います。

また無理のない課題から始め、優しく指導します。

１学期や夏期講習会から始めた方、前年から継続して基礎科に在籍している生徒には、少々難易度の高い課

題を出します。それらを通じて基礎固めはもちろん、水彩や油画、粘土制作、有色下地デッサン、デザインな

どを体験して画力の幅が広がるのと同時に、将来進む専攻を選ぶ参考にもなります。

学期末には個別面談を実施します。冬期講習会の受講講座や、これからの学習計画について丁寧に指導します。

特に高校２年生には、次年度の受験のことを中心に面談を行います。

基礎科の３学期
春から在籍している方はこれまで学んだことを復習し、次年度の学習につなげ

ることを念頭に指導します。一人ひとりのペースに合わせて親切丁寧に指導し

ますので、受験に備えて早めにスタートしたいという初心者の方も基本を学ぶ

ことができます。受験したい専攻をなかなか決められない生徒には、個別面談

などを通じて納得のいく進路を決められるように丁寧にお話しします。

●通常授業デッサン

大モチーフ静物デッサン／鉛筆

自由課題／油彩

大モチーフ静物デッサン／木炭

●春の基礎科展
芸大美大受験の準備として美術の基礎を学んでい
る基礎科の生徒作品を展示します。2月に行う春の
基礎科展では、毎年1つのテーマを基に自由な発想
で作品を表現します。

春の基礎科展2023
2023年2月13日（月）～25日（土）
造形学校エントランスホール／10：00～17：00

●油画科実習

●デザイン科実習

●日本画科実習

静物デッサン／鉛筆

「油彩：○○み・○○さを描く」

●彫刻科実習

「深み/F10号」

「空間さ/F15号」「怖さ/F15号」 「粗さ/F10号」

「着彩:好きなものを持参して描く」

「鉛筆・木炭デッサン：手と球体」 「平面構成：動物園のポスター」

「塑像制作：頭骨」 ●先端芸術表現科実習 「感覚テスト：＜目の前に大きな穴があった＞
　　　　　　という描き出しで物語をつくる」

　春の基礎科展2022大賞受賞作品「花畑」　春の基礎科展2022展示作品
「かぶれ仮名」

　春の基礎科展2022展示作品「BLOOD」

　春の基礎科展2022展示作品「無限の可能性」
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高 から基礎科で学んでいます。

五十嵐  咲春 ［九段中等教育学校5年］さん

高校2年生の春期講習会で初めてデッサンをしました。もともと絵を描くの
は好きだったのですが、デッサンで必要な視点を先生方に広げてもらいな
がら描き続けることが楽しく、美大受験を決めました。「専門分野の実習」で
は新しく自分が好きなこと、得意なことにも気づくことが出来たので、いち
ばん楽しかったと思える彫刻科を選択しました。個人的には、いつでも授業
の日を振替できることが精神的に楽なので、代ゼミに通い続けることができ
ていると感じています。

5年生1学期に入学

絵は好きだけど. . . なんて漠然としていたり、誰もが皆、最初からやりたいことや、やれることが解っているわけではありませんよね？ 高校1年生や2年生の時期に早くからス

タートできる人は、技術力を身につけ受験の準備をするだけではなく、ゆっくりと将来の自分と向き合えるチャンスを持っています。先生や仲間達と話したり、考えたり、刺激

しあえる、活気のある環境がここにあります。代ゼミの基礎科でたくさんのことを学び、各科の受験コースに飛び立ちましょう。
1 2

出張ガイダンスいたします。美術に関する職業の話や、芸大美大はどんなところなのか？を高校にお伺いし、お話しします。
ご希望の高校は電話にてお申し込みください。 0120-71-4305

宗國  力 ［S高等学校2年］さん

私は高校2年生の春の体験デッサンを受けたことをきっかけに、基礎科に
通い始めました。入学以前は、美術の授業でしかデッサンはやったことはな
く、4月の頃はうまく描けるかとても不安でした。しかし、先生方のご指導の
おかげで楽しく学習することができました。また、講評会では全員同じモ
チーフを描いているのに全員着目している点が違い、毎回刺激を貰ってい
ます。入学以前からアニメーターに興味があったので、3年生ではデザイン・
工芸科夜間部に通う予定です。

2年生1学期に入学6年生は彫刻科夜間部受講予定 3年生は油画科夜間部受講予定

2年生1学期に入学 3年生はデザイン・工芸科夜間部受講予定

私は高2の5月から基礎科に通い始めました。デッサンの経験はあまり無
かったため、慣れない道具で絵を描くことはとても新鮮で楽しくもあり、難し
くて葛藤することも沢山ありました。入学当初は学業と両立できるか不安で
したが、振替などを利用して学業も疎かにすることなく代ゼミに通うことが
できています。私は入学当初から油画科に進むと決めていたので先生方が
それを見越した指導をしてくださり、授業を終える度に新しい学びや発見が
ありました。

高橋  吟奈 ［県立朝霞高等学校2年］さん

基礎科での彫刻実習／粘土塑造[頭骨] 基礎科での細密デッサン/鉛筆

基礎科でのデザイン実習[サイコロのデザイン] 基礎科でのデザイン実習[動物園のポスター]

基礎科での静物デッサン/木炭 基礎科での油画実習[豊かさ、貧しさ/F15]

月

午前

午後

夜間

火 水 木 金 土 日

高校の授業

水木コースに申込。

月

午前

午後

夜間

火 水 木 金 土 日

高校の授業

学校行事やテストがある。

月

午前

午後

夜間

火 水 木 金 土 日

高校の授業

部活の合間に通う。 

月

午前

午後

夜間

火 水 木 金 土 日

高校の授業

急用や体調不良で来れない。

土
曜
コ
ー
ス

古澤さんの場合…

水

曜日

木

金

土

月

火

私は通常、水曜日と木曜日に通っています。幼少期か
ら生地に興味があり、高校に入ってから美術系大学と
いう選択肢を知って、志望することにしました。しかし、
全日制普通科の為、授業や委員会が延びた時、テスト
前、修学旅行などで都合がつかない場合に、振替制度
を活用して高校との両
立を図っています。最初
は右も左もわからない
状態でしたが、この制度
のおかげもあって、今も
自分のペースで続ける
ことができています。

古澤  百千花さん

通常の
コース

振替

高校1・２年生が多い基礎科では、受験の準備とし
て基礎力を身につけながら、高校生としての生活
も充実させてほしいと考えています。中間・期末テ
ストはもちろん、部活動や体育祭、文化祭に修学
旅行など、たくさんの行事に追われますが、それら
の貴重な体験は将来必ず糧になります。基礎科で
は安心して美術の基礎を学べるように、在籍した
コース以外でも振り替えて授業に参加することが
できます。またテスト前などで休んだ週を、別の週
に振り替えることも可能です。
（授業の振替は学期期間中のみ可能です。事前に
事務局、または基礎科講師へお申し出ください。）

水木コースに申込んで
基礎科に通っている。
でも委員会やテスト
などで忙しく、代ゼミ
に来れない日がある。

そんな時は
月火金土の
来られる曜日や
翌週に振り替えて
無理なく通ってます !

[恵泉女学園中学・高等学校2年]

月火コース

水木コース

金土コース

学力と実技、高校と予備校の両立を考えて指導しています。
テストや学校行事等で通えない日がある場合は振替OK ！代ゼミ基礎科は振替できます。
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鉛筆の削り方や、デッサンの基礎的な描き方から始まり、親切丁寧に解り易

く指導します。初日などは保護者の方も付き添い、一緒に描き方を聞いて

いただけると、どのように学習するのかを理解していただけると思います。

1・2学期はデッサンを中心に、楽しく色々な物を描いたり作ったりして基礎

力から応用力をつけていきます。学期途中の入学の方にも対応し、基本的

なモチーフの課題から指導いたします。

入試直前の3学期には、志望校の出題傾向に合わせ、実践的な課題を繰り

返し描いて実力をつけていきます。

学科との両立も高校や大学合格への近道と考えていますので、代ゼミの中

学生コースは学校のテストや行事にあわせて曜日を自由に選択でき、他の

週に振替もできます。（授業の振替は学期期間中のみ可能です。）

一人ひとりの実力に合わせた親身の指導基礎科中学生

授業について

東京都立総合芸術高等学校、女子美術大学付属高等学校、トキワ松学園

高等学校（美術デザインコース）などの都内または近郊の実技試験、もしく

は提出作品のある高校受験を対象にしていますが、その他の美術系高校

受験にも対応いたします。

中学生のための
美術系高等学校専門の受験コースです。

講
評

課
題
説
明

制作道具の使い方や
制作の基本的な
説明をします。

基本的なやさしい
モチーフを描きます。

無理のない３時間の課題を描き学びます。 

油彩や彫刻、デザインなど、いろんな美術体験をしてみよう。
美術高校受験の生徒へは一人ひとりに合わせた指導で
さらに実力をつけて行きます。

分
か
ら
な
い
所
は
ど
ん
ど
ん
聞
こ
う
。

授
業
終
了
後
は
講
師
へ
の
質
問
が
自
由
に
で
き
ま
す
。

後
片
付
け
を
し
て
帰
宅
し
ま
す
。

中学生コースの3時間授業の流れ

授業の
始まり

中学生コース

月・火・水・木・金曜／17：10～20：10
　　　　　 土曜／14：00～20：00

中学生対象

1学期、2学期、3学期

下記の日程から3時間を選択（振替可）

自由に選べる3時間授業

●美術系高校受験作品

●手のデッサン●石膏デッサン

●細密デッサン ●木炭デッサン

●デザイン［動物園のポスター］
●デザイン［サイコロ］

●油彩画

●彫刻塑像［手］

●中学生作品
中高一貫校などで美術系高校の受験でなくても、

美術に興味のある人、もしくは将来のことを考え

て、中学から芸大美大受験の準備をしたい方にも

対応します。デッサンの基礎から始まり、いろいろ

な美術分野に触れて、一人ひとりの個性を大切に

育てていきます。

最初は誰でも初めてです。デッサンの基礎を丁寧に

くり返し生徒に合わせて指導していくので安心して

始めることができます。経験に応じ、少しずつ志望校

に合わせた授業内容を学びます。

（途中からの入学でも基本から学ぶことができます。）

1学期

講
評

課
題
説
明

制作

2学期

基礎科展で1年間の成果を発表します。
美術高校受験の生徒は、志望校の出題に近い課題を
連日描き合格力をアップしていきます。

講
評

課
題
説
明

制作

3学期

ど
の
場
所
が
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
時
は
講
師
へ
相
談
し
よ
う
。

登
校
し
た
ら
、描
く
モ
チ
ー
フ
を
選
び
制
作
場
所
を
決
め
ま
す
。

モチーフの特徴や
制作する上でのポイント、
注意点を説明します。

制作中は担当講師が
一人ひとりに個人指導します。

描き込むポイントや
仕上げに向けての注意点などを

個人指導します。

制作した作品を並べ
良い点や今後の注意点などを
一点一点解説します。

受験校に合わせた
実践的な解説で
受験に備えます。

くり返し、
入試での大切なポイントを

説明します。

制作する上での
基礎的な所を個別にチェック

して指導します。

受験校に合わせた
個人指導をします。

3学期受験直前のデッサン 都立総合芸術高校合格者再現作品初心者の基本デッサン

デッサンの基本説明風景 都立総合芸術高校合格者授業作品
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●水曜日クラス 17：00～19：00（2時間）

●土曜日午前クラス 10：00～12：00（2時間）

●土曜日午後クラス 14：00～16：00（2時間）

●土曜日夜間クラス 17：00～19：00（2時間）

●土曜日ステップアップクラス 17：00～19：00（2時間）

●日曜日午前クラス 10：00～12：00（2時間）

●土曜日午前クラス 10：00～12：00（2時間）

対象：小学1年生・2年生

対象：小学3年生～中学3年生

対象：小学校高学年または経験者

●土曜日午後クラス 14：00～16：00（2時間）

●日曜日午後クラス 14：00～16：00（2時間）

●日曜日午前クラス 10：00～12：00（2時間）

●日曜日午後クラス 14：00～16：00（2時間）

※詳細はお電話にてお問い合わせください。[フリーダイヤル／0120-71-4305］

造形ジュニアこども絵画教室

授業の最後に自分の作品を発表する時間を設けます。
「描く」、「作る」という行為を「言葉」に変換することで、
新しい作品の見方が生まれます。

造形ジュニアこども絵画教室では芸大美大を卒業した講師たちが指導にあたり、絵画を中心に授業をして

いきます。静物や生きた動物を実際に観察しながらの写生、名作の模写など、さまざまなものをモチーフに

油絵、水彩、木炭、鉛筆などで制作します。

「描く」ことを中心に指導していきます。

ただ描いたり、作ったりするだけではなく、毎授業の最後に“講評会”を行います。今日の作品についてどん

なことを描いたのか、それを表現するためにどんな工夫をしたのかなど、もう一度自分の作品を客観的に見

直して、ひとりずつみんなの前で発表をします。同じものを見ていても感じ方はさまざま。出来上がったもの

をみんなで見せ合ったら、今まで気づかなかったことも見えてくるはずです。

造形ジュニアこども絵画教室のクラス編成は3つ。小学１年生・2年生対象の「ミニクラス」、小学３年生～中

学３年生対象の「ジュニアクラス」、時間をかけて作品を完成させる、小学校高学年以上の方や経験者向け

の「ステップアップクラス」。それぞれの段階に合わせて制作していきます。

3つのクラス編成

代々木ゼミナール造形学校は「YOYOGI ART GALLERY」を併設しており、普段から様々な作品に触れる

ことができます。造形ジュニアでは授業の成果を発表する展覧会を、１年に３回（春・夏・冬）行います。日頃の

成果を、是非ご家族で見にいらしてください。

造形ジュニア展

ステップアップクラス

ジュニアクラス

ミニクラス

少人数制で、講師と生徒の会話を大切にしています。その日のモチーフや課題をどのように捉え、なにを表現し

たいのか、ひとりひとりと話すことから始めます。それぞれが満足のいく制作が出来るよう、サポートをします。

少人数制

一緒にかたちにしていきましょう。
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学校説明会
代々木ゼミナール造形学校では美術系進学のための情報提供として、学校説明会を実施しています。

２０22年度は「５美大合同個別相談会」を開催しました。この学校説明会や保護者面談会を通じて受

験校に関する疑問にお答えし、進学のイメージをより具体化していきます。

※2023年度も開催を予定していますが、新型コロナウイルス感染拡大状況により、実施を見合わ

　せる場合があります。予めご了承ください。

２０22年６月19日（日）、「５美大合同個別相談会」

が開催されました。美術大学への進学を考えている

中学生・高校生・高卒生とその保護者様など、多くの

方が参加してくださいました。各大学担当者の皆さ

んは当初の予定時間を超え、熱心に最後まで相談

に乗ってくださいました。

5美大合同個別相談会

2023年度

6月開催予定

女子美術大学 多摩美術大学 東京造形大学 武蔵野美術大学日本大学芸術学部

受験校について知る

5美大合同個別相談会
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学校説明会・イベント 代々木アートギャラリー
代々木ゼミナール造形学校では校内生・校外生を問わず、美術やデザインに興味のある中学生・高校

生・高卒生を対象に、大学説明会や特別講演会、ワークショップなどのイベントを実施しています。

※２０20年度～2022年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響により実施を見合わせました。　

　2023年度は開催を予定していますが、感染拡大状況により、実施を見合わせる場合があります。

　予めご了承ください。

2019年5月26日（日）に「美大受験ガイダンス」が開催されました。第１部では入試・大学・仕事を

テーマに、受験生が今知っておくべき大切なポイントについて。第２部では入試改革を見据えた上

で美大学科の対策をどう取るかについて。第３部では伝わる文章の書き方をテーマに、小論文等

の文章を書く上での重要なポイントやコツを、作例も踏まえながら解説し、３部構成の充実した内

容となりました。

美大受験ガイダンス

美大受験に役立つ 伝わる文章の描き方入試改革を見据え、美大学科対策を考える多摩美・武蔵美デザイン科受験のための、知っておきたい入試・大学・仕事

造形学校、別館１階のアートスペース

詳細・お申し込み方法等は
別冊「代々木アートギャラリーご利用規定」をご覧ください。

JR原宿駅 竹下口
至代々木至渋谷
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東口
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至代々木公園

至表参道

当ギャラリーは美術作品を制作されている方々のための展示スペースです。アクセスに最適な原

宿駅前に立地し、平面・立体に関わらず展示しやすい設計になっています。展示スペースは本校舎

から独立した別館の公道に面した１階にあり、大きな作品の搬入にも適しています。

美大生や専門学校生、若手作家などの作品発表の場として、ご利用いただけます。

EXH I B I T I O N  2022

くらしをデザインする話

はじめての映像表現 キャラクターデザイナーになりたい！ みんなでデザインする話 広告ってどうつくるの？

広告ってどうつくるの？ 2 デザインというしごと 2デザインというしごと

グラフィックデザインって何？ デザイナーと過ごす時間 紙の照明

旅展 旅展 春の造形ジュニア展 春の造形ジュニア展

ヨゾコスタ写真展2022夏の造形ジュニア展 夏の造形ジュニア展

冬の造形ジュニア展 冬の造形ジュニア展

ヨゾコスタ写真展2022

『みんなのしごと』は「未来のデザイナー・クリ

エイターを育てる」ためのプロジェクトです。自

分の将来を考え始める中学生や高校生を対象

に、多方面の関係者・団体と連携し、講演や

ワークショップなどのイベントを開催していま

す。日本のデザイン界を担う若者が、夢と現実

味を持ってそこへと進んでいくための「きっか

けの環境作り」を目的としています。

美大受験に
役立つ 伝

わる文章の
書き方

知っておき
たい入試・

大学・仕事多摩美・武
蔵美デザイ

ン科受験の
ための、

入試改革を
見据え、美

大学科対策
を考える

2019年度実施の様子

2019年度実施の様子

２０１9年９月２9日（日）、多摩美術大学生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻教授の和田先生をゲストに

お招きし、説明会を開催しました。プロダクトデザインをはじめ、デザインという仕事、大学や卒業後の進路に

ついてなどなど、たくさんのお話を分かり易く丁寧にしていただきました。

多摩美術大学説明会
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保護者面談会

保護者面談会を、１学期と２学期に１回ずつ実施します。保護者の皆様と担当講

師によるガイダンス、面談を通じて進路上の問題を話し合います。学校の基本

方針である「親身の指導」をモット－に、入試に備えて家庭と学校が一体となる

ことを目指しています。ご希望により、オンライン・電話での面談も可能です。

家庭と学校が一体となって合格を目指す。

モチーフ室

入試においてデッサンは不可欠です。大学や専攻によって出題は様々。造形学校

ではこの様々な入試傾向の課題に対応するために、豊富な種類のモチーフを用

意しています。日々のデッサン力向上や、入試対応のために活用されています。

あらゆる課題に対応するために。

大石膏

造形学校エントランスホールには、ラオコーン・マルス・アルルのヴィーナス・闘

士・奴隷・円盤投げ・ジョルジョの全身像と、ベルヴェデーレのトルソ・うずくまる

ヴィーナスが設置され、他に類を見ない充実した大石膏像の空間になっていま

す。また、階段にも貴重なレリーフ像が設置されています。あの石膏胸像の元と

なった全身像の動きやスケール感を体感しながら、デッサンすることができます。

ラオコーン・マルス・アルルのヴィーナス・闘士などの
全身像を設置。

春期講習会 3月25日～4月4日

●各講習の授業内容など、詳細は別冊「講習会案内」をご覧ください。

2023年度　講習会　実施予定

夏期講習会 7月17日～8月26日

冬期講習会 12月14日～1月6日

入試直前講習会 1月8日～3月1日

※詳しくは、「造形学校（事務局長）」までお問い合わせください。

学習支援

造形学校では首都圏学校を対象に学習支援を行っております。基礎力の充実

を目的とした授業（デッサン等）から、実践的な芸大・美大受験対策まで幅広い

指導ができます。

造形学校専属講師が高校に出張。

首都圏学校対象

学生寮
ベルヴュタワー（男子・女子）がありま
す。この学生寮は、受験生のための理
想的な宿舎をめざして建設され、全館
個室・冷暖房完備の快適な設備を持っ
ています。入寮手続は、早めに代々木
ゼミナ－ル本部校 学生寮 住宅管理人
室までお問い合わせください。

クリニック
健康で勉学に励むことが合格への第一歩
です。代々木駅からすぐの「花クリニック」
では、本校の校医として、造形本科生全
員の健康診断を実施しています。受験生
のホ－ムドクタ－として、疾病の予防・治療
を行い、ベストコンディションで学べるよ
う、健康管理に万全を期しています。

自習コーナー

エントランスホールの一角には自習コーナーがあります。自習のほか美術系

図書や進学資料を閲覧できます。

学科の自習に最適。

参考作品・図書

芸大・美大へ進学した先輩たちが、在学中に制作した優秀な作品や入試課題の

再現作品を各科で数多く保管しています。美術書や画集・美術雑誌などの図書

も豊富に揃えていますので、授業の補助教材として活用できます。さらにデータ

化された資料をプロジェクターを使って講義し、解りやすい授業を行います。

豊富な資料を授業の補助教材として活用。

春期・夏期・冬期・入試直前の各期間に講習会を開催しています。自身の弱点を

克服したいと考えている皆さんや、地方在住の高校生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、集中的な実技指導を行います。短期間

で総合的なレベルアップを図れる内容で、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。

代ゼミを、もっともっと知る。体験する。 講習会
春・夏・冬、描写力・表現力が伸びていく。

ホームページ

造形学校の講座や講習会案内、体験授業・特別講演イベントの最新情報をホーム

ページやTwitterにてお知らせしていきます。また案内書の請求はホームページ

からできます。授業の様子なども紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://art.yozemi.ac.jp/

造形学校HP
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１９６２年（昭和３７年）

１９６３年（昭和３８年）

１９６５年（昭和４０年）

１９６６年（昭和４１年）

１９６８年（昭和４３年）

１９７０年（昭和４５年）

１９７２年（昭和４７年）

１９８１年（昭和５６年）

１９８６年（昭和６１年）

１９８７年（昭和６２年）

１９８９年（平成 １年）

１９９１年（平成 ３年）

２００４年（平成１６年）

２００５年（平成１７年）

２０１２年（平成２４年）

２０１4年（平成２6年）

2022年（令和 4年）

造形学校の歩み

「デッサン科」を設置し、夏期講習より芸大受験生などの実技指導を始める。

本格的にデッサン科を開設し、多くの受験生を集める。

「芸大受験科」を新設、学科と実技の総合授業により芸大合格達成への飛躍をはかる。
夜間部を設置する。

美術系大学受験生の増加にともない、代々木ゼミナール発足の地を、
「美術センター」として全館を改築し、独立した校舎に移転する。

現役高校生のために基礎力に重点をおいた土曜・日曜の基礎コースを設置する。

デッサン科で親しまれてきた名称を「美術科」と改める。

デザイン系学部への進学志望者の増加にともない、美術科分室を開設。

専修学校の認可をうけ、「代々木ゼミナール造形学校」を代々木（代ゼミタワー立地）に開校。

東京藝術大学合格者数を５６名に伸ばす。

関西地区の芸大美大志望者の強い要望により、
専修学校「大阪造形専門学校」（大阪南校芸大美大受験コース）を開校。
京都市立芸術大学に高い合格実績を上げる。

横浜の中心地に、東京、大阪に次いで「横浜アトリエ」を開校。
造形学校のデザイン・工芸科を、志望者のニーズに合わせ芸大と私大に分ける。

遠方の受験生のために、「通信教育」を設置。

個別指導希望の声に応えて、「個別指導アトリエ」を設置。

校舎を美術環境としては申し分のない「原宿」に移し、
新たな第一歩としてスタートする。

開校５０周年を迎えて、付属施設として「代々木アートギャラリー」開廊。

「造形ジュニアこども絵画教室」を開講。

開校60周年を迎える。

s in c e  1962

代々木ゼミナール造形学校監修のデッサンの新しい教科書

内容 ◉PART1 デッサンを描く前に
　　 ◉PART2 立体の特徴と立体感
　　 ◉PART3 固有色・材質感
　　 ◉PART4 構図・光・空間
　　 ◉PART5 自然物ー野菜・花の表現
仕様 代々木ゼミナール造形学校［監修］ 
　　 石川 聡 ・ 岡田浩志 ［共著］
　　 定価（本体1,800円+税）B5判/176ページ
発行 株式会社エムディエヌコーポレーション

基礎から学ぶ鉛筆デッサン
内容 ◉PART1 デッサンで使う画材
　　 ◉PART2 空間の表現方法［透視図法］
　　 ◉PART3 空間の表現方法［効果・演出］
　　 ◉PART4 静物・人物の空間デッサン
　　 ◉PART5 室内・屋外（街）の空間デッサン
　　 ◉PART6 屋外（自然）の空間デッサン
仕様 代々木ゼミナール造形学校［監修］ 
　　 石川 聡 ・ 岡田浩志 ［共著］
　　 定価（本体1,800円+税）B5判/176ページ
発行 株式会社エムディエヌコーポレーション

基礎から学ぶ空間デッサン
内容 ◉PART1 デッサンの画材
　　 ◉PART2 手のデッサン
　　 ◉PART3 自画像のデッサン
　　 ◉PART4 半身・全身のデッサン
仕様 代々木ゼミナール造形学校［監修］ 
　　 石川 聡 ・ 岡田浩志 ［共著］
　　 定価（本体1,800円+税）B5判/160ページ
発行 株式会社エムディエヌコーポレーション

基礎から学ぶ人物デッサン

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（高校生コース・中学生コース）／学科

※回数申込

昼間部／夜間部／土日部／夜間基礎部／土日基礎部／学科

春期講習会／夏期講習会／冬期講習会／入試直前講習会

講習会

水曜クラス／土曜クラス／日曜クラス

造形ジュニア こども絵画教室

マンツーマン指導

個別指導アトリエ

設置講座一覧

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-62-3　
　 0120-71-4305
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●JR山手線　
　原宿駅竹下口出口より徒歩2分
●東京メトロ千代田線・副都心線　
　明治神宮前〈原宿〉駅2番出口より徒歩5分
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武蔵小杉

横浜大船 川崎

蒲田

長津田

橋本 代々木上原

東京メトロ副都心線

東京メトロ千代田線

西武池袋線

東武東上線
JR京浜東北線

JR常磐線

JR総武線

JR中央線

京王線

小田急線

東急田園都市線 東急東横線

JR京浜東北線

JR高崎線

つくばエクスプレス

代々木

明治神宮前〈原宿〉

新宿

大宮34
約

分

立川38
約
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横浜
31
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31
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船橋47
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町田30
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柏52
約

分

分

JR湘南新宿ライン

JR中央線

JR山手線

JR山手線

JR山手線

JR山手線

東京メトロ
千代田線

東京メトロ
千代田線

JR湘南新宿ライン

東急東横線

JR総武線

東京メトロ
副都心線

小田急線

池袋15
約 東京メトロ副都心線

JR常磐線

新宿

渋谷

代々木

北千住

代々木
上原

原
宿

明
治
神
宮
前

アクセス（JR 原宿駅または東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅までの所要時間の目安）

数字は『原宿』または『明治神宮前〈原宿〉』までの最速所要

時間の目安です。乗換えや待ち時間は含まれていません。

また時間帯や運行状況によって異なる場合があります。

造形学校HP
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JR山手線『原宿駅』竹下口出口より徒歩2分／東京メトロ千代田線・副都心線『明治神宮前〈原宿〉駅』2番出口より徒歩5分　

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-62-3　
　 0120-71-4305

代ゼミ造形 検索

YO
YO

GI  SEM
INAR  FO

RM
ATIVE  ARTS  SCHO

O
L  HARAJUKU

2
0
２
3　
　

入
学
案
内

代
々
木
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
造
形
学
校

年
度

入会における個人情報の取り扱いについて
お申込に際してご記入いただきました氏名、住所等の個人情報は、厳重に取り扱い、以下に提示する利用
目的にて使用させていただきます。

利用目的
①皆様に対する緊急連絡等のための名簿作成、およびクラス編成、進学相談並びに進学指導等授業
　運営のため
②当学園若しくは当学園が委託した第三者が企画・主催する各種行事その他のご案内のため、若しくは
　各種調査等のご依頼のため
③インターネット、電話等で案内書等の請求をされた方に対して、当該案内書等の到着確認のため
④皆様の在籍または出身高校からの要望に基づき、当学園が作成した進学指導用資料を提供するため
⑤大学合格体験記の掲載または大学合格校の掲示、及び模擬試験成績優秀者として当該模試データ
　ブックの掲載または掲示のため
⑥個人を特定できない方法・表記を用いた進学情報資料作成のため

当学園が取り扱う皆様の個人情報に関する問い合わせ先
当学園本部校個人情報取扱管理責任者（法務部本部長）、若しくは当学園校舎個人情報取扱管理
責任者（各校舎事務局長）
電話：当学園本部校03-3379-5221（大代表）、若しくは在籍各校舎
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