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会場案内図 河合塾美術研究所新宿校

河合塾新宿校

東京都新宿区西新宿7-14-5

0120-327-414●JR・小田急線・京王線・東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線
　新宿駅下車　西口徒歩５分
●都営大江戸線 新宿西口駅下車　D５出口徒歩２分
●西武新宿線 西武新宿駅下車　南口徒歩３分

〒160－0023

お問い合わせ先

新宿校別館
COSMO
（コスモ）
校舎

損保ジャパン
日本興亜
ビル

損保ジャパン
日本興亜
ビル

デッサンコンクールデッサンコンクール
高1・2 河合塾美術研究所

高２の夏、全国規模の自分の現在地を知ろう

2015

スケジュール

評価：1位から3位決定（賞
授与）／総合力Aグループ／
総合力Bグループ／これから
頑張るグループに段階評価

評価表：プロポーション、形
態感など項目チャート式・今
後の学習アドバイス付与

評価について実施日

7.19
（日）

7.20
（月）

9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

受付
抽選 制作 制作休憩

9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30

制作 講評休憩 希望者個人面談
デモストによる
デッサン描き出し
見学・解説

受験にあたっての注意事項
・座席は抽選により決定します。指定された時間に参加票を持参のうえ、美術研究所新宿校1階ロビーに集合してください。
・当日使用する画材などはすべて美術研究所内の売店で購入することができますが、試験当日は混雑が予想されますので、
必要な画材は前日までに準備してください。

・試験開始後 30 分以上経過しての入室は認められません。当日、開始時間に遅れる場合は、必ず美術研究所まで連絡し
てください。

・食堂、お弁当の販売はありませんので、食事は各自で持参してください。（周辺にコンビニエンスストアがあります。）2015年度夏期・冬期講習の入会金を 全額免除
2015年度2・3学期入塾の入塾金を 半額免除

2週間後には
個人成績表（作画カルテ）をご自宅へ発送模試受験

特典

この時期、上手くなくて当然、初心者もまず試そう！
比較作品数・約１００枚！

2015年度東京芸大デザイン科現役合格者
高２生６月時のデッサン

2015年度東京芸大油画専攻現役合格者
高２生６月時のデッサン

　河合塾夏期講習プレイベントとして、新宿校でデッサン
コンクールを行います。ここでは、姉妹校である名古屋
校の高１・２生の作品とも比較、参考にして評価します。
河合塾新宿校＋名古屋校＋一般参加者で、約１００枚の作
品数を予定。この時期の比較枚数では全国最大規模です。

　夏前に、現時点での自分の立ち位置を全国レベルで把
握し、講習でどれだけ伸ばすかが勝負。現役合格を勝ち
取るには、高２までの基礎力が必須です。もちろん、ま
だ上手くなくて当たり前、初心者も、まず挑戦してみてく
ださい！

河合塾美術研究所新宿校会　場

一般生 3,240円　　塾　生 1,620円参加料

木炭または鉛筆デッサン用具を各自選択
参加票
※用紙は河合塾美術研究所で用意します。

当日持参物

7/19（日）・20（月・祝）

河合塾美術研究所では、毎年、基礎専攻高１・２から始めた受験生が現役で、東京芸大（現役合格者数・連続日本一）を始め、主要私大に合格しています。



「個人情報の保護に関する事項」について

河合塾グループでは、お客様の個人情報を厳重に取り扱い、適正な管理を実施します。上記の「『個人情
報の保護に関する事項』について」をご覧いただき、チェックを入れてご提出ください。なお、お申し
込みにあたっては同意いただくことを前提とします。

〈生徒本人〉　個人情報の取り扱いについて、
□「同意します」　　　□「同意しません」

必ず✓（チェック）を入れてください。

　2015年6月8日（月）より受付を開始し、定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。
　受付締切日は7月13日（月）18：00までです。それ以前に定員に達した場合は締め切りとさせていただきます。

　お申し込みが完了しますと「参加票」を郵送いたします。（窓口申込の場合は、その場で「参加票」をお渡しいたします。）

　・受付期間を過ぎますとお申し込みができませんのでご了承ください。　・いったんお支払いいただいた参加料の返金はできませんのでご了承ください。
　・下記の「『個人情報の保護に関する事項』について」に同意されたうえでお申し込みください。

　以下の郵便振替口座へ受験者本人名義で参加料をお振り込みいただき、「申込書」と
お振込み後の「郵便振替払込金受領証」を必ず簡易書留にて下記までご郵送ください。
　なお、お送りいただく封筒の表に「高1・2デッサンコンクール申込書在中」と明記
してください。

郵便振替口座　（学）河合塾　00830-6-25918
※振込手数料はお客様負担とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

郵　 送　 先　〒160-0023　
　　　　　　　東京都新宿区西新宿7-14-5　河合塾美術研究所新宿校
　　　　　　　高1・2デッサンコンクール受付係

2015 高1・2デッサンコンクール申込書

2015 高1・2
デッサンコンクール参加票

ボールペンまたはペンで記入してください。※印の欄については該当する項目を○で囲んでください。

試験開始 ： 7月19日（日） 10 ： 00

試験会場 ： 河合塾美術研究所新宿校
※表面の会場案内図をご参照ください。

※当日遅れる場合は、必ずご連絡ください。
0120-327-414

受験番号

氏　　名

様

領収印

申込日 月 日

デッサン区分

以下のいずれかの方法でお申し込みください。

　左記の郵便振替口座へ受験者本人名義で参加料をお振り込みいただき、「申込書」と
お振込み後の「郵便振替払込金受領証」を添えて、受付窓口へご提出ください。
　なお、受付窓口では受験料のお支払いはできません。

受付窓口　河合塾美術研究所新宿校　
　　　　　〒160-0023　
　　　　　東京都新宿区西新宿7-14-5
　　　　　フリーダイヤル：0120-327-414
　　　　　HP：http://art.kawai-juku.ac.jp/
受付時間　【月～土】10：00～18：00　【日・祝】10：00～17：00

受験番号
受付印

氏 　 　 名

フ リ ガ ナ 河合塾学籍番号

住 　 　 所

在学学校名

生 年 月 日 性　別

〒　　　ー

都 道
府 県 高校立 年在

西暦　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　日生

美術研究所専科 他グリーンコース

※

※

鉛筆木炭※

男 女

申込要項
◆受付期間

●お申し込みにあたっての注意事項

◆申込方法

◆手続完了について

●郵送申込 ●窓口申込

◆参加料
一　般　生 塾　生

3,240円 1,620円

電話番号（左づめ） 携帯電話番号0 0

○実技力養成のカリキュラムを充分に吟味して、基
本的な造形力をしっかり確認できる課題を出題
します。

○入試を見据えた採点により、この時期に必要な
合格レベル到達度をしっかりチェックできます。

○各自のレベルに応じて、今後の学習について適
切なアドバイスをします。

講師からのメッセージ

マンション・団地・社宅名や部屋番号もご記入ください。

河合塾グループは、ご記入いただいた個人情報を厳重に取り扱い、適正な個人情報の管理を実施します。  
①利用目的
　・お申し込み手続き、および確認の連絡
　・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
　・教材、時間割の送付など授業運営
　・学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡ほかクラス運営（ご入塾の場合）
　なお、ご記入いただいた「カナ氏名」「生年月日」などの項目を利用して、河合塾グループが主催する講習、模擬試験、イベントなどへのご参加の履歴情報と結びつけ、進学や進路選定、および学校生活
にお役に立つ情報の提供をはじめとする河合塾グループからの各種ご案内をさせていただくこともございます。

②個人情報提供の任意性
　個人情報の提供は任意です。ただし、ご提供いただけない個人情報がある場合、上記①利用目的に記載の諸手続や処理、またサービス提供などに支障が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
③個人情報の訂正・削除
　個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申し出ください。速やかに必要な手続きをお取りいたします。
④個人情報の共同利用
　「個人情報の取り扱いに関しての契約」を取り交わした河合塾グループ内の法人（教育関連事業を営む学校法人と株式会社）が、河合塾グループからのご案内のため共同利用します。
⑤個人情報の取り扱いの委託
　個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グループ内の法人以外に委託する場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、「個人情報の取り扱いに関しての契約」を取
り交わすとともに適正な管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供
　お客様がご自分以外の方の個人情報を河合塾グループに提供される際には、必ずその方に、個人情報を提供すること、および提供される情報の利用目的についてご説明いただき、その方の同意を得た
うえで、ご提供ください。

⑦中学生以下の方の個人情報の提供
　ご本人が満14歳未満の方、もしくは幼児から中学生までのサービスで、個人情報を河合塾グループにご提供される際は、必ずその保護者（成年後見人を含む）の方の同意のもとでご提供ください。
⑧個人情報管理責任者　学校法人　河合塾　顧客情報管理部長
⑨個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
　学校法人　河合塾　顧客情報管理部　　フリーダイヤル：0120-735-041　受付時間：12:00～18:00（日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません。）
　E-mail:kokyaku@kawai-juku.ac.jp　※お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利用いたします。 ※正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。

保護者面談 AM PM※希望する※

基礎専攻では、総合的に課題に取り組むことができたので、志望学
科が決まっていなくてもしっかり考えられる上、いろいろなことが体
験できて「お得」でした。河合塾美術研究所の良さは、先生方の熱
のある指導と親しみやすさです。ただ上手なだけでない、個々の良
さを引き伸ばしてくれます。自分らしさを持って頑張れる場所です。

東京芸術大学油画専攻、
武蔵野美術大学油絵学科現役合格

昭和女子大学附属昭和高校
高橋 成瑠 さん

自分らしさを持って
頑張れる場所

夏期講習でコンクールのポイントチェック！
コンクールの結果を踏まえ、夏期講習で、みなさんをしっかりフォローし伸ばします！

講習共通課題では、各専攻に共通するポイントをさまざまな視点からアドバイス！また、忙
しいみなさんのニーズにあった時間帯や短期タームを設定しています。受講しやすい河合の
夏で飛躍しましょう！

基礎油画入門
基礎日本画入門
基礎彫刻入門
基礎デザイン・工芸入門
基礎デッサン

2～4
ターム

6・7
ターム

基礎
夜間

1～4
ターム

参加者の声

高1・2コンクール講評風景

7月14日（火）
～

8月8日（土）

17:30～20:30

7月22日（水）～8月8日（土）
9:30～16:30

8月15日（土）～8月26日（水）
13:00～19:00


