
3/20
21

A6008

お申し込み・お問い合わせ先

0120-327-414 月～土10:00～18:00／日・祝 10:00～17:00
http://art.kawai-juku.ac.jp/ お申し込みについては裏面をご覧ください。

芸大受験経験者のための
無料体験講座+作品講評

人数限定／申込無料・先着順／2016年度入試経験者対象
  

 
　

この2日間は、芸大受験経験者で、新年度からの美術予備校をご検討の皆さまのための実技体験です。
実技体験と並行して綿密な作品カウンセリングを行い、この1年で何をすべきかをつかめるような授業内容
を用意しています。実力がすでにある人は、見方を少し変えるだけで成果が出ることもあります！！

河合塾美術研究所の授業を、ぜひ無料で体験してみて下さい！

　　　　　　　　指導が丁寧だ／途中講評がある／今まで気づかなかったことを教わった／生徒がライバルでありながらアッ

トホームな感じ／講師の多さに対する安心感があり距離感が良い／校舎の雰囲気が良い／塾生展（KJ）で自由作品展示がある。

A 2016年度 入塾 入塾金半額免除 B 2016年度 春期講習 入会金全額免除参加特典 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）

月祝

日
9:30～16:30

日本画 油　絵 彫　刻

当日参加者には「用紙を支給」いたします。画材・用具は各自ご持参下さい。

入塾者の声
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各専攻とも、授業時間内にひとり45分程度の面談時間を設けます。

これまでに制作した作品をぜひお持ちください。個人の資質や特徴にあわせて、

あなたの作品の良さや、克服すべき弱点などを丁寧に解析します。

講座
詳細

 

油絵 3/20（日）̶ ドローイング：発想から絵画へ 1
  3/21（月祝）̶ ドローイング： 発想から絵画へ 2

  ［対象］ 2016年度入試経験者（大学・学部は問わず）　 〈限定8名〉

［持参物］ ドローイング用具一式。

〔アクリル絵具、アクリル系絵具各種メディウム、

水彩絵具、色鉛筆、パステル、コンテ、ペン、各種筆、

パレット、筆洗など自由〕  

 

 （カルトン貸し出し、用紙は支給します。）

1 を選んだ時、あなたはどのようなマテリアルを用いて、その花

の「きれい」を残そうとしますか？ 写真、文章、身体表現、平面

絵画…今回それらの表現方法の前段階としてドローイングという

行為を位置付け、それを通して、一人一人特異の絵画表現という

ものを再考し、探し出していきましょう。着想から表現への流れ

をつかむまで丁寧にサポートしていきます。

道端で見つけた花を、絵に描きたくなるまで
ふと、花を見つけた時、あなたはどうしますか？

1.「きれい」

2. 名前を思い出そうとする。

3. 無視

周りに流されず、じっくり受験に向き合いたいあなた、

河合塾美術研究所新宿校では、
作品講評は毎回一人ずつ丁寧に行います！

話し合いや面談を通して一人ひとりの受かり方を考えます！

歳の近い学生講師が手本を示し皆さんを引っ張っていきます！

ベテラン講師が多様な引き出しで客観的なアドバイスをします！

作品展でアーティスト意識を高めギャラリー展示を行います！

専攻合同ゼミで偏りのない確かな地力をつけます！



日本画 ̶ 石膏デッサン特訓   ̶ ̶前光攻略法　

 ［対象］ 東京芸大入試 受験経験者　〈限定10名〉

 ［持参物］ デッサン用具一式。  （パネル貸し出し、用紙は支給します。）　

 これまでに描いた作品デッサン・着彩5枚ずつ程度。

 東京藝術大学日本画一次試験 石膏像前光の攻略法を学びます。 

 白い紙に白い石膏を前光で表現することは、とても難度の高いことです。 

 「河合塾の前光攻略法」の考え方と技術を伝授します。

 

3/20（日）・21（月祝）

3/20（日）・21（月祝）

̶ 着彩特訓  ̶ 光をデザインする̶　 

［対象］ 東京芸大 二次試験  受験経験者　〈限定8名〉
 

［持参物］ 着彩用具一式。  （パネル貸し出し、用紙は支給します。）　
 

これまでに描いた作品デッサン・着彩5枚ずつ程度。 

静物着彩は「光」が命。光と陰影を効果的に使うと、画面が劇的に格好良く
 

美しくなります。 今回の授業体験では、通常授業でも行うゼミのなかでも
 

高いレベルでの「光」について学びます。 1人1卓で、光を効果的に使った
 

構図から立体・空間表現の極意を体験してください!
 
 

 

彫刻 
 

̶ 2016年度芸大入試課題　素描
̶ 2016年度芸大入試課題　彫刻

 ［対象］ 2016年度入試経験者（大学・学部は問わず）

 

 〈限定6名〉

 

［持参物］

 

《素描》̶  デッサン用具一式。  

 

  （カルトン、パネルは貸し出し、用紙は支給します。）

 

《彫刻》̶  塑造道具一式。 シュロ縄。  

 

  （水粘土、芯材は貸出・支給します。）

 

東京芸大2016年度入試の出題に再挑戦する課題です。

 

 

冷静な視点ではっきりと見極めることができるはずです。

入試直後のこの時期だからこそ、何が合格の鍵を握るのかを

 

制作には、河合塾講師がデモンストレーションを行います。

 

どう利用するかは、あなた次第。

 

質の高い作品は、とにかく一見の価値ありです。

モチーフは、2016年度入試課題に準じますが、
入手困難なモチーフの場合は、やむを得ず変更になる場合があります。

3/20（日）
3/21（月祝）

※1日だけの参加者は面談指導のみとなります。



3/20    , 21
2015年度入試経験者対象  特別講座

■注意事項
＊実技体験講座は原則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。
＊実技体験講座の画材、教材はすべて美術研究所で用意します。

参加する講座に　  印をつけてください。

2/2（月）

※
※中学生の場合は、
保護者様が自署していただきますようお願い申しあげます。

※ 男 女

座
講
込
申

新 年生
年3月卒業

2016年度入試経験者対象 特別講座

芸 大 受 験 経 験 者 の た め の 無 料 体 験 講 座

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。

※ 男 女

申
込
講
座

月祝日

3/20日1日目

3/21 月祝 2日目

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

イベント申込書
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。

2016

※ 油絵 工芸日本画 芸術学デザイン 総合美術彫刻 映像建築 未定先端芸術表現
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無料イベント申込要項

■注意事項
＊実技体験講座は
＊当日用紙は支給しますが、画材・用具は各自ご持参下さい。

原則１回のみ受講可能です。

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

電話申込

窓口申込

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

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。

「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。

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」

会場案内図
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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


