
＊現金でのお取り扱いはできませんので、事前にお振り込みのうえ、お申し込みをしてください。
　＜お振込先：三菱ＵＦＪ銀行　名古屋営業部　普通預金　ＮＯ．５２８９５７７　（学）河合塾＞
＊太枠内に必要事項を記入して、ご利用明細（振込の受取書）とともに河合塾美術研究所 教務カウンターまでお持ちください。

＊振込手数料はお客様がご負担ください。
＊ご本人名義でお振込みください。

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ます。その取得・利用目的については下記の「『個人情報の保護に関する事項』について」を

ご覧になり、同意されたうえで申込書をご提出ください。

個人情報の取り扱いについて、 ← 必ず　（チェック）を入れてください。

「同意します。」 「同意しません。」 なお、受講申込にあたっては同意いただくことを前提とします。

・申込をされるゼミに○をつけてください。
申
込

ゼミ
番号

申
込

ゼミ
番号

① 油絵 東京芸大　絵画表現ゼミ ⑧ デザイン・工芸　総合型選抜/基礎デッサン

② 日本画　人物課題 実力強化 ⑨ 京都市芸大　実技基礎（色彩・立体）

③ 彫刻　デッサン 塑造強化 ⑩ 美術総合　デッサン基礎

④ デザイン・工芸　東京芸大デザイン ⑪ 建築　東京芸大総合表現対策ゼミ

⑤ デザイン・工芸　東京芸大工芸 石膏デッサン強化 ⑫ 芸術学　推薦入試対策/美術系小論文

⑥ ⑬ 芸術学　芸術学入門（高１・２生対象）

⑦ デザイン・工芸　ファイル入試 ⑭ 芸術学　入門　美術で学ぶ英文読解（高１・２・３生、高卒生対象）

・申込者は、全員ご記入ください。（住所欄は、一般生のみご記入ください）

〒

（　　　　　　　）　　  　　　　-

油絵／日本画／彫刻／デザイン・工芸／デザイン・工芸基礎／美術総合・京都市芸大／建築／芸術学／メディア映像／その他（      　　　        ）

本科・専科・平日専科・日曜専科・その他（                             ）

・裏面に記載の受講日程に○をつけてください。＊料金は開始日から最終講までの受講料です。

＊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ます。その取得・利用目的については、下記をご覧ください。

   　    ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ キ  リ  ト  リ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

・申込者記入欄

油絵／日本画／彫刻／デザイン・工芸／デザイン・工芸基礎／美術総合・京都市芸大／建築／芸術学／メディア映像／その他（        　　     ）

本科・専科・平日専科・日曜専科・その他（     　　　　　　                        ）

・教務記入欄

＊ゼミ受講期間中は、この領
収書を必ず携帯してください。

ゼミ番号 金額 開始日 担当者

円 ／ 印

氏名 区分
（該当を○で囲む）

塾生（学籍番号：          　　　      ）・一般生

塾生の方記入
（該当を○で囲む）

専攻

クラス

電話番号

塾生の方記入
（該当を○で囲む）

専攻

クラス

「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、お客様が記入され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
なお、記入された「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、提供されない個人情報がある場合、上記①の利用目的に記載の諸手続きや処理、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する契約」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。
共同利用する法人の範囲は河合塾グループホームページをご覧ください。
www.kawaijuku.jp/privacy/#about_shared
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
関する契約」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になり、その
方の同意を得たうえで、ご提供ください。
⑦　個人情報管理責任者   学校法人　河合塾　顧客情報管理部長
⑧　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  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は受付を行いません。）
＊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

２０２３年度  １学期土曜ゼミ 領収書

ﾌﾘｶﾞﾅ
区分

（該当を○で囲む）
塾生（学籍番号：  　　                ）・一般生

氏名

デザイン・工芸　愛知芸大（デザイン） 金沢美大（ホリスティック、インダストリアルデザイン）

ご住所
（一般生のみ）

在・卒高校名

高校（学年　　年・卒業）

受講開始日（　 　／　 　）

２０２３年度　１学期土曜ゼミ申込書

教務記入 台帳の通番 NO.           担当印

ゼミ名 ゼミ名



土曜ゼミ料金表

・受講日程に○をつけてください。＊料金は開始日から最終講までの受講料です。
・2023年度河合塾在籍生は、塾生料金になります。

5/27～6/24

（　 　）10,400円

ゼミ番号

（　 　）5,200円

一般生 （　 　）50,400円 （　 　）42,000円 （　　 ）33,600円 （　　 ）25,200円 （　 　）16,800円
③

塾生 （　　 ）31,200円 （　 　）26,000円 （　 　）20,800円 （　 　）15,600円

（　　）6,000円

（　　）8,800円

（　 　）18,000円

（　 　）26,400円

7/1～7/8

（　 　）9,000円

（　 　）13,200円

（　 　）44,000円

7/8

（　 　）35,200円

（　 　）12,000円

（　 　）17,600円

（　　）3,900円

（　　）6,300円

7/8

7/1～7/8

（　 　）24,000円

（　　）37,800円

（　　 ）70,400円 （　 　）61,600円 （　 　）52,800円

（　 　）42,000円

（　 　）18,000円 （　 　）13,500円

6/10～7/8

（　　 ）36,000円

6/17～7/8 6/24～7/8

（　 　）88,000円

（　 　）30,000円

⑨⑩
塾生 （　　）23,400円（　　）39,000円

（　　）31,500円

⑪
塾生 （　 　）60,000円 （　 　）54,000円 （　　 ）48,000円

ゼミ番号 区分 5/6～7/8 5/13～7/8 5/20～7/8 5/27～7/8

（　　）15,600円 （　　）11,700円 （　　）7,800円

一般生 （　　）63,000円 （　　）56,700円 （　　）50,400円 （　　）44,100円 （　　）25,200円 （　　）12,600円

ゼミ番号 区分 5/6～7/8 5/13～7/8 7/1～7/8

（　　）35,100円 （　　）31,200円 （　　）27,300円

5/27～7/8 6/3～7/8

塾生

ゼミ番号 区分 6/10～7/8 6/17～7/8

6/17～7/8

6/24～7/8 7/1～7/8

6/24区分

①

5/20～7/8

（　　 ）25,200円
②

（　 　）15,600円

一般生 （　 　）58,800円 （　 　）50,400円 （　 　）42,000円 （　　 ）33,600円

ゼミ番号 区分 5/13～7/1 5/20～7/1 5/27～7/1 6/17～7/16/3～7/1

（　 　）10,400円 （　 　）5,200円

一般生 （　 　）58,800円 （　 　）50,400円 （　 　）42,000円 （　　 ）33,600円 （　　 ）25,200円 （　 　）16,800円 （　　 ）8,400円

塾生 （　 　）36,400円 （　　 ）31,200円 （　 　）26,000円 （　 　）20,800円

6/3～6/17

（　 　）15,600円

5/27～6/17 6/10～6/17 6/175/20～6/17ゼミ番号 区分

（　 　）42,000円

5/6～6/17 5/13～6/17

（　　 ）33,600円 （　　 ）25,200円

（　 　）36,400円 （　　 ）31,200円

（　　 ）8,400円

7/8

（　 　）26,000円 （　 　）20,800円

5/13～6/24 5/20～6/24 6/3～6/24 6/17～6/24

⑧
塾生 （　 　）26,000円 （　 　）20,800円 （　 　）15,600円 （　 　）5,200円（　 　）10,400円

一般生 （　 　）16,800円

6/17～7/1 6/24～7/1

6/24～7/1 7/1

（　 　）10,400円 （　 　）5,200円

（　　 ）8,400円

（　 　）10,400円 （　 　）5,200円

（　　 ）25,200円

（　 　）16,800円 （　　 ）8,400円

ゼミ番号 区分 5/20～7/1 5/27～7/1 6/3～7/1

ゼミ番号 区分 5/20～7/1 5/27～7/1 6/3～7/1 6/17～7/1 6/24～7/1 7/1

④⑤⑥
塾生 （　　 ）31,200円 （　 　）26,000円 （　 　）20,800円 （　 　）15,600円

一般生 （　 　）50,400円 （　 　）42,000円 （　　 ）33,600円 （　 　）16,800円

ゼミ番号 区分 5/6～7/8 5/13～7/8 5/20～7/8 5/27～7/8

⑦

7/8

（　　 ）8,400円

7/1

6/24～7/86/10～7/8

（　　）18,900円

6/3～7/8 6/17～7/8 6/24～7/8

（　 　）26,400円 （　 　）19,800円
⑬⑭

塾生 （　　 ）40,500円 （　　 ）36,000円 （　 　）31,500円 （　 　）27,000円 （　 　）22,500円

（　　）12,000円

一般生 （　 　）59,400円 （　　 ）52,800円 （　　 ）46,200円 （　 　）39,600円 （　 　）33,000円

一般生 （　　 ）79,200円

6/3～7/8

（　　）17,600円

（　 　）6,600円

（　　 ）4,500円

塾生 （　　）36,000円 （　　）30,000円 （　　）24,000円 （　　）18,000円

5/27～7/8 6/3～7/8

（　　）6,000円

（　　）8,800円

（　　）19,500円

一般生 （　　）52,800円 （　　）44,000円 （　　）35,200円 （　　）26,400円

⑫
塾生 （　　 ）27,000円 （　 　）24,000円 （　　 ）21,000円

ゼミ番号 区分 5/6～7/8 5/13～7/8 5/20～7/8

（　 　）3,000円

6/17～7/8 6/24～7/8 7/1～7/8 7/8

（　 　）13,200円 （　 　）8,800円

（　 　）18,000円 （　 　）15,000円 （　 　）12,000円 （　 　）9,000円 （　 　）6,000円

（　　 ）4,400円一般生 （　　 ）39,600円 （　　 ）35,200円 （　 　）30,800円 （　 　）26,400円 （　 　）22,000円 （　 　）17,600円
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