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Aesthetics and 
Art History

芸
術
学

芸術学は、作品やイメージを手がかりに、歴史や人間について研究する学問領域です。
また、芸術の魅力を言葉や企画などで表現することで、多くの人に伝えることもできます。

本コースでは、主に東京芸術大学芸術学科 個別試験の対策を行います。
個別試験とは、大学入試共通テスト（外国語必須 /合計 3教科 3科目又は 4科目）以外に課される、
英語、歴史、小論文（あるいはデッサン）のことです。

これまでに専門的に勉強したことがなくても 1年間しっかりと取り組めば、充分に合格がめざせます。
英語は芸術に関する専門の英文文献から、歴史は文化史を重視した日本史・世界史からの出題です。
小論文では、作品の意味や技法、歴史的背景などを見つめ、整理して文章表現する力を問われます。
なにが描かれているか、どのように描かれているか、なにを表現しているか…　
作品から、時代・様式の特徴や作者の魅力を読み取る力の基盤となる、確かな知識を身につけます。

芸術を通して
世界を見つめる

一人ひとりの目線に立って…
毎回の演習で作成した答案は、講師が一人ひとり丁寧に添削
したうえでお返しします。歴史にしても小論文にしても、論述は、
細部の言い回しや文章構成などについて客観的な指摘を受け
ないとなかなか上達しないものです。本コースはそんな受験生
の要望にしっかり対応します。
また、定期的に面談を行って、共に学習方法を模索していくほ
か、その他質問や進路相談にもその都度対応しています。

素描選択にも対応！
2023年度より専門二次試験素描受験対策コースが新設され
ました。芸大芸術学科の課題に即した、専門の講師による指導
が受けられます。実際に描いてみることは絵画の本質的な理
解にもつながるはずです。選択を考えている方は、まずはご相
談ください

C U R R I C U L U M

レギュラー講義前期春期講習 夏期講習 レギュラー講義後期 直前講習

3月下旬 〔1週間程度〕

東京芸大の入試の傾向と対策
を紹介するガイダンスを実施す
るほか、実際に英語・歴史・小
論文の演習に取り組みます。

芸大芸術学科を受験するうえで
知っておくべき基本的な情報を
身につけることができます。

レギュラー講義を受講する前の
肩慣らしと思って、気軽に受講し
てください。

4月~7月

英語 ○ 何より基礎力の養成 !
とりわけ文構造の把握に重点
を置いた解説を行います。

歴史 ○ 日本史・世界史ともに、
古代・中世を中心に基礎的な
論述演習を実施します。

小論文 ○ テーマ型・作品記述
型、いずれのタイプの出題につ
いても、書き方のポイントを一か
ら丁寧に解説します。

8月〔2週間程度〕

前期の講義の復習を行ったう
えで、過去問など更に実践的
な問題演習を行います。

短期間で演習を繰り返すことで、
実力アップをめざしましょう。

合格者座談会や美術史講義
など、楽しいイベントも予定して
いますので、奮ってご参加くだ
さい。

9月~1月

英語 ○ 更に難易度の高い問題
に、辞書不使用で取り組みます。

歴史 ○ 近代以降を学習範囲
に加え、通史やテーマ史など
深い理解が要求されるような問
題にも取り組みます。

小論文 ○ 前期に引き続き、さま
ざまなタイプの問題に触れます。
文章構成はもちろん、内容も充
実した答案を作れるように頑張
りましょう。

芸術学専攻は、冬期講習を実施しませ
ん。12月下旬～ 1月上旬は各自大学入
試共通テストの対策に集中しましょう。

1月末 ~2月下旬

一か月間集中的に、芸大の過
去問や予想問題を浴びるよう
に解いてもらいます。

ハードなスケジュールになりま
すが、毎日の復習をしっかりこな
してついていけば、ここでかなり
の実力を身につけることができ
ます。

他の受験生に差をつけるために
も、ラストスパートに懸けましょう!

芸大試験 2月末日
最終合格発表 3月中旬

主要指導スタッフ
講師一覧 P. 8 0

田口仁
高3・卒生  芸術学専攻 
対象
 東京芸大小論文選択日曜専科 ［  日  ］ 9:30— 18:00 

 東京芸大素描選択日曜専科 ［  日  ］ 9:30— 18:00 

徹底した演習で確実に芸大突破 !
本コースでは、東京芸大芸術学科の志望者を対象に、確実に
入試を突破するための問題演習と解説講義を実施しています。
大量の過去問題と予想問題に触れることで実力を養成し、試
験時間どおりに問題を解くことで試験本番でのペース配分を
身につけます。講義では、講師が作成した模範解答や過去の
合格者の参考作例など、豊富な資料を提供したうえで、充実し
た解説を行います。

受験に留まらない
豊かな知性と感性を養成します
入塾すれば、同じく美術が大好きで芸大をめざしている仲間た
ちに出会えます。彼らとの関わりはきっと皆さんを成長させてく
れることでしょう。更に、講師一同は、問題演習だけでなく、合
格者座談会や美術史講義など、皆さんの感性と知的好奇心を
揺さぶる、多彩なイベントを用意して待っています。大学入学後
の研究にもつながる、本物の実力を身につけましょう。

2022年度 東京芸大 合格者数

9名［現役生 5名］        10年連続  全国 1位
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［解答例］

同じ主題を描いたと思われるAとBであるが、両作品から受ける印象

は異なっている。特に Aからは、Bに見られない人間らしさや現実味を感

じられる。以下で、その要因を探っていく。

まずは、AとBの構図について見ていきたい。両者とも、ほぼ正方形の

画面の中央に、向かって左を頭に死、横たわる男性がいる。そして、周囲を

取り囲む人々の視線や動きは、彼を終着点としている。つまり、AとBでは、

絵画主題だけでなく、その構図も類似していると言える。しかし、Aの方が、

描かれている人物がより多いという点で大きな差異が生じている。Aには、

作品の中心となる9人の他に、個人的な特徴を抑えて描かれた人々が、手

前に 2人、奥に 8人配置されている。更に、濃紺の空には、有翼の小さな

天使が 10人、様々な姿勢で飛び交っている。それに対してBは、人物は

前述の 9人のみで、横たわる人物は、側面に飾り彫りがなされた寝台に寝

かされている。また、金地が背景全体に広がっており、それは人物と山々

の間の断絶にも施されている。

加えて、両者の色彩についても見ていきたい。Bでは、人々の衣服に原

色に近い赤と緑と青が多用されており、単純で鮮明な印象を与えている。

それに対して、Aでは比較的淡い色が多く使われており、そのしっとりとし

た質感が人物に立体感を与えている。

しかし、最も大きな違いは人物表現にあると考える。最初に Bについて

見ていくと、周囲の人々は、寝台で横たわる人物の身体に触れたり、自身

の両手を広げたりしている。ただ、その顔はほぼ無表情であり、視線の先

の中央の人物 2人も、時が止まったかのような静寂の中で穏やかに頬を

寄せ合っているように見える。一方Aでは、横たわる人物を囲んでいる人々

は皆、悲しみと驚きの表情を浮かべている。彼らは、前述と同様の動きをし

ているが、それらの動作は露になった情動に関連しており、現実味を帯び

ている。そして彼らの視線の先、横たわる人物の表情と、彼の肩を抱き、顔

をのぞきこむ青い服の助成の悲痛な横顔との対比にいたり、嘆きは頂点

に達するのだ。

以上の比較から、Aの作品は情景を現実に沿わせつつ、登場人物ひと

りひとりの嘆きを、激しい表情によって露にしている。いわば Aは、鋭い慟

哭が画面全体を刺し貫いているような作品なのである。

［問題］

図版 A、Bを比較検討しながら、Aが持つ造形的特徴を述べよ。

東京芸大合格者よろこびの声

小論文添削例

A　ジョット・ディ・ボンドーネ《死せるキリストへの哀悼》13世紀

B　ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ《キリストの埋葬》13世紀

1
冒頭で自身の主張を簡潔
にまとめられていますね！　
読み手を引き付ける上手な
書き出しです。

2
よい観察ができています！
この描写によって両作品の
焦点が明確になっています
ね。背後の稜線も同じ働き
をしています。

3
この「奥」の人物の描き
方に注目してみよう！　中央
の 9人と比べて全体を暗
めに描くことで、空間の奥
行きを示唆しています。

4
よい気づきなのですが、この
「断絶」がどのような描写
を指すか、もう少し丁寧に
説明したい。つまり、手前
と奥に空間的連続性を感じ
させるAに対して、Bは手
前と奥が層のよう二分され
ているのですね。

5
「しっとり」とは面白い表現
ですね！　肉体表現の生々
しさを表したかったのでは
ないかと思います。また、A
は Bに比べて、淡いだけで
なく陰影を伴う色彩の幅が
ありますね。これが人物の
立体感と実在性の印象に
つながっています。

6
文学的な表現を用いた美
しい表現で、しっかりと結
論できています。ただ、「現
実に沿わせつつ」という
ことに関しては、それまで
で十分に説明し切れてい
ないように思います。その
根拠もしっかりと「形」の
中に探していきましょう。
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4

5

6

明らかならば
「イエス」でよいでしょう。

個人としての

Good!!
とてもよい
ディスクリプションが
できています。

嵯峨 美桜 さん　

東京芸術大学 芸術学科
多摩美術大学 芸術学科
青山学院大学 史学科 現役合格
神奈川・県立小田原高校

周りより遅かったスタート
入試と同じ形式の問題を何回も解くことができる点が良
かったです。私は夏期講習からの参加だったので、4月
から入塾していた人たちとの演習量の差に不安を感じて
いましたが、1回1回の問題を丁寧に、何度もやることを心
がけました。解説がとても細かくて分かりやすかったので、
毎回着実に知識を付けることができました。途中からの
参加でも遅くないです。志望校に向かって頑張ってくださ
い !応援しています !

反町 梨里佳 さん　

東京芸術大学 芸術学科 現役合格
東京・田園調布雙葉高校

一期一会の学び
芸術学の授業は、ほとんど毎回問題を解くところから始ま
ります。その際、私が大切にしていたのは「一期一会」の
精神です。この問題に次出会うのは本番かもしれない。
そのように考えて問題解答の時間も本番と思って過ごしま
した。また復習においても、添削答案や解説から知識を
できるだけ吸収しようと試みました。これらは本番の自信
に繋がり、最終的に合格に結びついたと思います。先生
方本当にありがとうございました。

栗原 双葉 さん　

東京芸術大学 芸術学科
慶應義塾大学 人文社会学科 合格
東京・東京学芸大学付属高校

２年間ありがとうございました
まず共通テストを固めましょう。また二次の歴史や小論は
書き直しをお勧めします。受験勉強では「できないこと」
をつぶすのが大切ですが、悲観的になり自らを客観視で
きなくなるときもあります。ただ先生方は良いところや改
善点を丁寧に指摘してくださります。マイナス思考に捕ら
われすぎず、周りと比べ過ぎず少しでも「できたこと」を見
てあげてください。そして自分の体験や考えを大切にして
問題を向き合ってください。

渡辺 愉子 さん　

東京芸術大学 芸術学科 合格
福島・県立安積高校

河合塾に通って良かったです！
私は浪人生の夏に東京藝大の対策を始めました。このよ
うな遅くからの挑戦でもなんとか合格できたのは、河合塾
の先生方のおかげです。二次試験では書かねばならな
い文章量が多く、さらに確かな知識も求められます。その
ための文章力・知識力を身につけさせてくれたのが河合
塾でした。先生方の指導は丁寧かつ明快で、過去の課
題をやり直した答案も快く添削してくださいます。受験対
策が不安な方には河合塾をおすすめします！




