
指導スタッフ 東京芸大の卒業生と現役学生によって構成されたスタッフが、初心からの実技指導にあたります。
実績として、東京芸大や京都工芸繊維大など例年多数の現役合格生を輩出しています。

芸大系日曜専科・高２日曜専科 工学部系日曜専科・高２日曜専科

● 入塾ガイダンス
● 第１回全統共通テスト模試

● 保護者会（三者面談）
● 大学入学共通テスト出願
● 第３回全統共通テスト模試
● 全統プレ共通テスト

年間カリキュラム

1学期

2学期
夏期講習

● 大学入学共通テスト
● 修了会

3学期

● 第２回全統共通テスト模試

冬期講習

春期講習

直前講習（高２日曜専科は除きます）

● デッサン基礎課題
● 静物デッサン導入
● 想定デッサン導入
● 各種レクチャー
● 建築写生

［実技基礎］
～初心からのスタート～

● デッサン基礎課題
● 静物デッサン導入
● 想定デッサン導入
● 各種レクチャー
● 建築写生

［実技基礎］
～初心からのスタート～

● 建築事例見学
● 三者面談
● 過去問対策
● 小論文対策

［大学別対策開始］
～図形問題対策など～

● 建築事例見学
● 三者面談
● 学校推薦型選抜対策
● 過去問対策

［専門対策開始］
～大学別実技対策～

［演習型対策］
● 個人面談
● 大学別専用課題

［演習型対策］
● 個人面談
● 大学別専用課題

近隣の世界的建築家の作品を訪れ、実際に空間を
体感します。

建築見学
静物モチーフよりも大型のモチーフ描写を通じ
て、空間表現を追求します。

大型モチーフ課題
三面図課題などを通じて、異なる形式の空間表現
を習得します。  

空間理解演習

立方体などの幾何形体をモチーフとして、遠近法
のレクチャーなどを行います。

知識の習得
単純な形態の組み合わせを通じて、デッサンの基
本を身につけます。

デッサン基礎
市内の有名建築の写生を通じて、大スケールの描
写も行います。

建築写生

設置クラス

高３生・高卒生

高２生

高３生・高卒生

高２生

芸大系日曜専科
芸大系高２日曜専科
工学部系日曜専科

日曜
日曜
日曜
日曜

  9：30～18：00
  9：30～18：00
  9：30～18：00
  9：30～18：00

建築 専攻

Q1： 美大の建築は他とどう違う？
A1 : 最大の違いは、教育における設計課題と
座学（授業）の配分の違いです。美大では、設
計課題が常に学生生活の中核にあり、座学（授
業）をそのかたわらで受けることになります。
工学部では、座学が中心となって、限定的に設
計課題を行うことになります。
美大は建築設計に特化した場であり、工学部は
それ以外も含めた建築を学ぶ場です。モノをつ
くりながら考えていくのが美大、モノを測りな
がら考えていくのが工学部といえるでしょう。

Q2： 美大に進むうえでのメリット
とデメリットは？

A2 : メリットは、モノをつくる毎日の中で学
生生活が送られることです。それはまた、就職
時に設計分野に進むうえで、明らかに有利な状
況を意味します。デメリットは、設計以外の分
野に対する発展的な研究がしにくい点です。た
だし、卒業時の取得資格については両者の違い
はなく、４年間で設計以外の分野についても等
しく学びます。

Q3： 学科と実技、どちらが大事？
A3 : 「どちらも」です。とはいえ、美大の建築
では学科試験が大学入学共通テストのみの場合
もあり、文系からの合格者もいる状況です。学
科と実技の双方に対して、バランス良く対策を
することが重要です。

Q4： 現役合格あるいは１年間だけの
対策で合格例はありますか？

A4 : あります。過去10年間で東京芸術大学の
建築科に12名の合格例がありますが、現役合
格は６名、現役でなくても、１年間の対策で２
名が合格しています。他の大学の合格事例で
も、現役合格は珍しいことではありません。

● 講師
東京芸大建築卒

東京芸大建築在籍

東京芸大建築在籍

東大大学院修

東京芸大建築在籍

井村 正和　
岡崎 万実子
堀之内 ゆみ
渡辺 一生
若尾 和真

愛知芸大彫刻在籍阿部 竜也
● チューター

（2022年12月現在・50音順）

工学部系高２日曜専科

空間の楽しさ、面白さ、奥深さへ
入試で実技を課す建築学科の最大の特徴は、建築を体験から考えていく
ことにあります。そこでは常に、手を動かして作品を作ったり、設計を行っ
たりという、実際に「生み出す」時間があるのです。
実技入試とは、そんな大学生活を送る上での準備運動です。空間という
捉えがたいものを把握し、伝える力を養いつつ、自分の発想力の礎とす
るための練習といえるでしょう。建築専攻では、ゼロからそうした力を
着実につけ、ひいては設計にもつながるような対策を行っています。
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建築  芸大系・工学部系
建築専攻の実技対策　建築専攻の実技入試で必要とされる感覚と技術とは、どちらも基本的なものです。なぜなら、建築専攻で求められている
のは基本的な立体把握能力と、コミュニケーションのための表現力だからです。
当専攻では、まずそれらについて論理的な説明を行います。そのうえで、さまざまな課題を通じて反復することで、１年間で必要なレベルまで
到達することをめざします。ここで示されている作品はいずれも、１年間の対策の結果です。

東京芸術大学のほかにも、実技試験を課している大学がありま
す。代表的なものでは、国公立大学では京都工芸繊維大学、私立
大学では武蔵野美術大学などが挙げられます。

令和４年度の合格者再現作品です。この年度では、海上に浮く場として
の印象的な空間を造形することが求められました。浮力を満たしている
ことや、構成に対する説明に合わせて、構想した空間の説明が明快に表
現されています。総合表現では、構想と実際の造形の双方を端的に説明
することが求められますが、この作品はそうしたバランスが特に優れて
います。

大学によって傾向に差はありますが、空間に対する理解力と伝達
力という点では、基本的な技能習得をふまえた出題であることに
変わりはありません。

立体表現演習課題：基本から立体表現を身につける

1. 画材に慣れる。異なる堅さの鉛筆で、どこまで
階調をつくることができるかというトレーニング
です。画材については、すべて基本から習得し
ます。

1. 武蔵野美術大学対策の基礎課題です。立方体は、最も単純ながら正しく形態を描写す
ることが難しい立体ですが、この作品ではそれぞれの立方体は正しい反面、同一のサ
イズに見えるかどうかという点が課題とされました。

2. 京都工芸繊維大学で過去に出題された、「身の回りのものを用いて人の顔をつくり、描く」
という課題の作品です。それぞれのモチーフが何であるのかが明解であり、ユーモラ
スな構成を着実な描写が支えている作品です。

2.さまざまな形態や素材における陰影表現の追求。
実際の風景を写すだけでなく、光の方向などか
ら論理的に理解したうえで描写するためのトレー
ニングです。

3. 三面図を用いて、図面から立体
物を想像する力を養います。

4. 一方では写真の模写などを通じ
て、自然な光の印象を表現する
ための対策も行います。

東京芸術大学の合格作品

建築専攻入試の実技試験
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