学科

学科

冬 期 講習会

入会規定

授業料

夜間

設置講座

講座番号／ 102-0295

多摩美の国語＆英語
１２月１４日
（火）
〜１２月1８日
（土）／17：10〜19：10
大学入学共通テストとは一味違う多摩美の「英語長文問題」。入試説明会で
も「最重要」と公表された「小論文」。入試本番まで残り１ヶ月ほどの冬期だ

日程・時間

講座番号

多摩美の国語&英語

12/14〜12/18 102-0295
17：10〜19：10

武蔵美の国語&英語

12/20〜12/24 102-0296
17：10〜19：10

優待授業料 一般授業料
￥21,500
（税込）

￥23,500
（税込）

●冬期講習会の優待授業料は2021年度「入学金・入会金」を納めた方に適用
されます。
［本科生・メイト会員］
●冬期イベント参加者は優待授業料にてご案内致します。
（冬期講習会のみ）
●
は夜間に実施する授業です。

受付開始日／2021年11月1日（月）

からこそ、
「読み→考え→書く」
トレーニングを積んでおこう！
「小論文」に関し
ては、受講生の答案を丁寧に添削し、論述レベルのワンランク・アップを図り
ます。

講座番号／ 102-0296

武蔵美の国語＆英語
１２月２０日
（月）
〜１２月２４日
（金）／17：10〜19：10

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

感染予防対策

英文和訳と英作文の高配点を特徴とする「武蔵美の英語」。読み応えのある
最低でも７０％以上の得点が必要となる両科目に対処するために、年末の夜
間を賢く無駄なく使おう！英文和訳・英作文については、受講生の答案を丁寧

を必ず持参してください。
テキスト交付開始日：12月1日（水）10:00〜

受講手続・受講上の注意
●「授業料一覧」
より受講講座を選択してください。
●日程・時間を十分ご検討のうえ、お申し込みください。
●受講手続完了後に受講を取りやめる場合は、必ず申込講座の開講日前日までにご
相談ください。講習会開講日前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。返金に際し手数料をいただきます。開講後の取りやめはできません。
●授業料には、個人で使用する画材、教材は含まれておりません。
●冬期講習会・入試直前講習会はすべて、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・学割は利用できません。
また、自転車・オートバイ・自動車通学は禁止します。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。
●２０21年12月31日（金）
・20２2年1月1日（祝）は造形学校は休校のため受付・お
問合せはできません。
●自然災害（台風・地震など）により、やむをえず授業を休講にすることがあります。
その際の振替授業や返金などの対応は行いません。
●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。

A

受講手続には（1）申込手続と（2）入金手続が必要です。手続の流れは下記 A B
の2種類あります。手続の完了には10日前後かかりますのでご留意ください。
また、授業開始前日12：00までにすべての手続を完了された方のみ受講できます。
※授業開始日前日12：00までに造形学校受付端末にて入金確認ができる場合を、
「手続完了」としますのでご注意ください。
（1）申込手続
下記 A または、B より申込方法をお選びいただき、受講する授業開始日10日前まで
に手続を行ってください。
※授業開始日9日前〜前日に申込を検討されている方は、
一度造形学校へお問い合わせください。
（2）入金手続
（1）の手続完了後、3日前後で「お支払いのご案内」
ご不明な点は
（ＳＭＢＣファイナンスサービスより）が届きます。
お問合せください
納入方法を選択し、入金手続を行ってください。
※日・祝の入金情報は当日確認できません。

０１２０-７１-４３０５
フリーダイヤル

代々木ゼミナール造形学校

B

電話申込方法

窓口申込方法

＜窓口受付時間＞
平日
（月〜土）／１０
：
００〜１８
：
００ 日曜・祝日／８
：
３０〜１７
：
００
窓口申込必要書類
必要書類

お電話にて下記の項目をお聞きします。
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。

上記の学科講座はテキストを交付します。
初講日までに、造形学校窓口へ該当講座の受講証

美術系大学、高校への進学を志す高卒生、高校生。

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

論説文の精読と正確な日本語の語彙力が問われる「国語」。合格のためには

に添削し、
１点でも多く得点するためのアドバイスを行います。

受講手続について

入会資格

学力をさらに充実させたい受験生へ

●氏名
●出身高校
●緊急時連絡先
●性別
●学年（卒業年）
●保護者氏名
●生年月日（西暦）●住所
●保護者住所
●年齢
●電話番号（自宅・携帯電話） ●申込希望講座番号等

在籍区分

校外生
初めて申込まれる方
（右記以外）

２０21年度
造形本科生
造形メイト会員

２０20年度
造形本科生
造形メイト会員

２０１9年度
造形本科生
造形メイト会員

講座申込書

●

●

●

●

写真（３ｃｍ×３ｃｍ）
１枚

●

ー

●

●

造形本科学生証 または メイトカード

ー

●

●

●

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にてお渡しします。

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。
（注１）

造形学校では美大入試に特化した「多摩美の国語&英語」
「武蔵美の国語

※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。

&英語」を開講していますが、SAPIX YOZEMI GROUPの冬期講習会で
は大学入学共通テスト対策や高校１・２年生対象講座、その他あらゆる受験
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。
対面授業だけでなく、自分の予定に合わせて受講スケジュールを組むこと
月

日 曜日

設置講座とカリキュラム

ができるフレックス・サテライン（映像授業）もあります。
詳しくは代々木ゼミナール本部校の冬期直前講習会デジタルカタログをご

15 水
16 木
17 金

多摩美の国語＆英語

14 火

18 土

国語の演習・解説①
英語の演習・解説①

英語の演習・解説②
国語の演習・解説③

22 水
23 木
24 金

休講

武蔵美の国語＆英語

21 火

「多摩美の国語&英語」
「武蔵美の国語&英語」もお申し込みが可能です。
※冬期講習会学科講座とはテキスト、授業内容が異なります。

国語の演習・解説②

英語の演習・解説①
国語の演習・解説①
英語の演習・解説②

※銀行からのお振込の場合、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。

覧ください。
入金確認後、造形学校窓口にて受講証・代ゼミメイトカード
（新規入会者のみ）をお渡しします。

また、造形学校夏期講習会で設置したフレックス・サテライン（映像授業）、

12 19 日
20 月

「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。
（注２）
※講習会講座のみをお申し込みの場合は、入会金は掛かりません。
（講習会・セミナーメイト生）
※「お支払いのご案内」に記載されている内容（金額・講座）を変更しての受付はできません。
※払込期限までに授業料を納入されない場合は、申込は無効になります。

授業料や受講方法など詳しくは造形学校事務局へお問い合わせください。

映像授業はこんな方におススメ！

※受講証・代ゼミメイトカードは在籍・受講を証明する書類ですので、大切に保管してください。また受講時には必ず携帯してください。再発行はできませんので紛失しないようご注意ください。
●申込・入金についてのご注意
（注１）お申し込みにつきましては、授業料の収納をＳＭＢＣファイナンスサービス（三井住友グループ）
に委託しており、同サービスの決済ステーションシステムよりお支払いいただきます。お申し込み後お
送りする「お支払いのご案内」も、同サービスからの発送となりますのでご注意ください。授業料をご
入金いただく銀行口座名義も「ＳＭＢＣファイナンスサービス」となります。

（注２）お申し込み時にお知らせする申込期限とＳＭＢＣファイナンスサービスからお送りする「お支払
いのご案内」に記載する期限が異なる場合があります。万が一、期限に間に合わない場合は、造形学校
事務局まで、ご連絡ください（日曜・祝日を除く）。

●部活や学校行事で忙しい高校生
●講習会の授業の空き時間を有効活用したい高卒生
●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

造形はじめて割

遠方学生授業料優待制度

この冬から実技をはじめる高校生を対象に、基礎
の１講座を無料でご招待いたします。
●対象講座や申込方法の詳細は別紙チラシまた
はホームページをご確認ください。
※他の優待制度との併用はできません。
2021

冬期講習会

この冬から
実技をはじめる高校生を
基礎の１講座に無料招待

普段代ゼミ造形学校に通えない遠方（関東１都3
県以外）にお住まいの高校生・中学生の方を対象
に、冬期講習会を特別優待授業料で受講できる
制度を実施します。
●授業料等の詳細はお電話いただくか、造形学
校ホームページをご覧ください。
※入試直前講習会は対象外です。

代々木ゼミナール提携教育ローン

「学費サポートプラン」のご案内
「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でご利
用いただける学費の分納制度です。
●ご利用に関しては代々木ゼミナールが（株）オ
リエントコーポレーションと提携し、ご案内して
おります。詳しくは造形学校事務局にお問い合
わせください。
学費サポートプランお客様窓口

英語の演習・解説③

０１２０-５１７-３２５

国語の演習・解説②

株式会社オリエントコーポレーション
お問い合わせ時間 ９：３０〜１７：３０

（フリーダイヤル）

（土・日・祝日除く）

※カリキュラムは変更になる場合がありますのでご了承ください。

