
13：30～ 16：30

お申し込み・お問い合わせ先

お申し込みについては裏面をご覧ください。
10:00～18:00月～土 10:00～17:00／日・祝

A6009http://art.kawai-juku.ac.jp/
0120-327-414

河合塾、充実のデザイン私大　連続イベント3連発！

ム サ タ マ
春イベント@河合塾

入会金全額免除B 2016年度 春期講習A 入塾金半額免除2016年度  入塾 本科20,000円免除 （入塾金 40,000 円）
専科15,000円免除 （入塾金 30,000 円）参加特典

日3 27

武蔵美、多摩美のデザイン系学科を受験するすべての人に向けた3連続イベントです。
無料なのですべて参加するもよし、興味があるものだけの、ピンポイント参加もOKです。
デザイン私大受験に必要な実技、学科のすべてがわかり、さらに武蔵美、多摩美の教授
直々のガイダンスも実施します。
実技体験は参加者全員を講評し、今後の学習ポイントを明確にアドバイスします。
どこよりも早い合格者作品展（2016年度作品）では制作デモンストレーションも行います。
また、進路、進学に不安な方には、個別の相談にも応じます。
大学との連携による多角的な指導と、講師の目が行き届くアットホームな雰囲気の河合塾
美術研究所で、一足先に武蔵美、多摩美入試に向けたスタートを切りましょう！

2015年度 主要美術系大学合格実績

武蔵野美術大学

名209
［現役合格　　　名］123

多摩美術大学

名214
［現役合格　　名］86
※河合塾では補欠は合格に含みません。
　合格者（入学許可者）のみの人数です。

武蔵美・多摩美
入 試 相 談 会

■教授によるガイダン
スを実施します。
武蔵美（視覚伝達
デザイン学科）教授
・多摩美（グラフィッ
クデザイン学科）教
授によるガイダンス
を実施します。

■武蔵美・多摩美の
全学科・専攻につ
いての相談に大学
関係者が応じます。

日3 6 13：30～17：00 日3 20 10：00～17:00
■デッサン体験
武蔵美・多摩美入試のデザイン系デッサンを体験して
みよう！
多くの合格者を輩出している河合塾の精鋭講師によ
る講評で対策もバッチリ。※未体験の方も歓迎
画材・用具は河合塾美術研究所で用意します。

■合格者作品展
武蔵美・多摩美2016年度入試に合格した学生の合格
再現作品を展示します。3/6（日）限定の展示作品有。

■合格再現デモスト（デッサン）
2016年度入試合格者の
入試再現を実施します。
実際合格した人のプロ
セスを自由に見れる滅
多にない機会。
「百聞は一見にしかず」
志望者必見！

見学自由

見学自由

■学科ガイダンス〈英・国〉  10：00～12:40
武蔵美・多摩美の学科（英・国）試験の分析と傾向に
ついて美大入試に精通した河合塾英語科・国語科講
師がレクチャーと今後の学習アドバイスを伝授。※学
科対策とeラーニング（kael）の紹介。

■色彩構成体験  13：30～17：00
武蔵美・多摩美のデザイン系の色彩構成を体験して
みよう！
用紙は支給します。用具は各自持参してください。

■合格再現デモスト（色彩）
2016年度入試合格者の
入試再現を実施します。
合格した人の制作のポ
イントがわかるはず。
「観察力は合格力」
志望者必見！

見学自由

会 場 河合塾美術研究所 デザイン・工芸専攻 私大イベント
新 高 1・2・3 年 生・高 卒 生・保 護 者 対 象

3 8火 13~ 日 3 18 ~金 4 29 金祝

事前申込制 事前申込制

事前申込制

河合塾美術研究所
2016年度合格者作品展

（芸大・美大）
ムサタマ デザイン系
2016年度合格者作品展



ムサタマ 春イベント＠河合塾　スケジュール

開催日 時　間 講座名／講座番号

3月 6日（日） 13：30～17：00

10：00～12：40

13：30～17：00

3月20日（日）

3月20日（日）

デッサン体験 0019

0020

0021

学科ガイダンス

色彩構成体験

開催日

3/6 ・20日 日
3/6 日

13:00 17:00 18:00

3/20 日

9:30 10:00 12:40 13:30

13:30

17:00 18:00

受付 デザイン工芸
デッサン体験

学科ガイダンス
英語・国語

デザイン工芸
色彩構成体験

終了

受付 休　憩 終了

■注意事項
＊体験講座は原則１回のみ受講可能です。
＊河合塾美術研究所新宿校の体験講座に初めて参加される方に限ります。
＊体験講座の画材、素材はすべて美術研究所で用意します。

無料イベント申込要項
2/1（月）10:00より受付を開始し、
定員になり次第、締め切りとさせて
いただきます。

受付開始2/1（月）10:00

受付時間 【月～土】10:00～18:00
【日・祝】10:00～17:00

窓口申込

インターネット申込

河合塾ホームページ

モバイルサイト

www.kawai-juku.ac.jp/entry/
www.kawai-juku.ac.jp/mu/

河合塾美術研究所 新宿校

河合塾美術研究所 新宿校

≪通話料無料≫携帯電話・PHSからもかけられます。
ただし、IP電話からなど一部、ご利用いただけない場合があります。

0120-327-414

インターネット申込は各実施日の4日前までにお申し込みください。

河合塾美術研究所新宿校窓口のみのお申し込みとなります。

電話申込

受講番号
※デッサン経験の有無 有 　無

氏　　名

フリガナ

住　　所

在 卒 校

☎ ー      　　　ー fax ー      　　　ー

都道
府県 立

生年月日

年生新

年3月卒業

年　　　　 月　　　　  日生西暦

〒　　　ー

高校

志望専攻

講　座　番　号

講　　座　　名

講　座　番　号

講　　座　　名

講　座　番　号

講　　座　　名

日本画 デザイン 工芸油絵 彫刻 映像建築 芸術学 先端芸術表現 総合美術 基礎 未定※

性　別

下記の各イベントに参加する場合は　 印をつけ、番号を記入して下さい。✔

申
込
講
座

保護者氏名
※ 男 女

3/6（日） デッサン体験

3/20（日）学科ガイダンス

3/20（日）

3/6（日）

3/20（日）

3/20（日） 色彩構成体験

0 0 1 9

0 0 2 0

0 0 2 1

ボールペンまたはペンで記入してください。※については、いずれかを○で囲んでください。

イベント申込書2016

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。

〈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」

〈保護者の方〉　個人情報の取り扱いについて、
□「同意します」 □「同意しません」

※4ケタの番号は講座番号です。

「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
（法定代理人を含む）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　　 0120-735-041
　E-mail:kokyaku@kawai-juku.ac.jp
　受付時間：12:00～18:00  （日曜・祝日および12/31～1/3は受付は行いません。）
　※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。

会場案内図

http://art.kawai-juku.ac.jp/
河合塾美術研究所新宿校
明日の芸大生、未来のクリエイターへ お申し込み・お問い合わせ先 　　0120-327-414

〒160－0023　東京都新宿区西新宿7‒14－5

●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6分
●都営大江戸線 ｢新宿西口｣駅下車　D5出口徒歩3分
●西武新宿線 ｢西武新宿｣駅下車　南口徒歩5分

アクセス

2016年3月6日（日）、20日（日）河合塾美術研究所新宿校

河合塾新宿校

新宿校別館
<COSMO校舎>

担保ジャパン
日本興亜ビル
損保ジャパン
日本興亜ビル

新 高 1・2・3 年 生・高 卒 生・保 護 者 対 象


