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入試に向け、実技力をこの春から伸ばす！
美術系大学の進学においては、より早期から計画的に学習を進めることが大切です。
また、美術の分野は広範囲にわたり、各専攻によって必要となる学習内容も異なります。
河合塾では、美術系大学・高校進学希望の皆さんのために、この時期に必要な学習内容、タイムリーな進学情報など最良のメニューを用意しました。
志望専攻が決まっていない人も多いこの時期、1 タームと 2 タームで異なる専攻の講座を受講して、より自分に合った専攻を見つけてください。
専攻が決まっている人は、より学習効果を高めるために 8 日間の講座を受講されることをおすすめします。
講師による進路面談や進学相談会など、皆さんが有意義な時間を持てる充実した講習となっています。
ぜひこの機会にチャレンジしてください。
※新高 2 生で志望専攻が決まっている方は、新高 3 生・高卒生対象の専攻別講座を受講してください。

春 期 講 習
中学生 〜 高 3・高卒生

2023
3.25［土］＿ 4.3［月］

● 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 ● 名市大（芸術工学） 
● メディア映像 ● 基礎高 1・2 年 ● 基礎中学

油 絵 アートの世界に興味があり、絵が描きたい人のための講座です。
デッサンは木炭か鉛筆、着彩は油彩かアクリルが選択できます。
初心者でも一から丁寧にアドバイスします。
また、大学進路相談も個々に行います。対 象

時 間
新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース デッサン 油彩またはアクリル

休
み

休
み

デッサン 油彩またはアクリル 43,200円

Bコース デッサン 油彩またはアクリル 21,600円

Cコース デッサン 油彩またはアクリル 21,600円

●木炭デッサン用具（画用木炭、ガーゼ、ネリゴム、カッター
ナイフ、芯抜き）、MBM木炭紙（下敷きを含めて3枚）、木炭
紙大カルトン、目玉クリップ4つ、スケッチブック
●鉛筆デッサン用具（4ページ参照）、木炭紙大画用紙、木炭
紙大カルトン、目玉クリップ4つ、スケッチブック

初
日
の
持
参
物

日 本 画 初めて美術系大学進学を考えている人で、鉛筆や水彩で描くことの好きな人は、日本画
を選択してみてください。道具の使い方など分からないことは、丁寧に説明します。受
験経験者は東京芸大などの合格者と一緒に描くことで、合格レベルを体験できます。
※1東京芸大・愛知芸大合格者による入試再現制作が見られます（予定）。
※2愛知芸大の出題が静物の場合は3/31・4/1に、人物の場合は4/2・4/3に入試と同じ内容を行います。

対 象
時 間

新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース 石膏デッサン
東京芸大出題モチーフ※1

静物着彩
東京芸大出題モチーフ※1

休
み

休
み

【選択】静物デッサン・静物着彩
愛知芸大出題モチーフ※1※2

人物着彩
愛知芸大出題モチーフ※1※2 43,200円

Bコース 石膏デッサン
東京芸大出題モチーフ※1

静物着彩
東京芸大出題モチーフ※1 21,600円

Cコース 【選択】静物デッサン・静物着彩
愛知芸大出題モチーフ※1※2

人物着彩
愛知芸大出題モチーフ※1※2 21,600円

●鉛筆デッサン用具（4ページ参照、3/31着彩選択者
は着彩用具を持参）
●芸大パネル（デッサン用。持っていない方は貸し出します。）白象
紙、水張りテープ、水張り用の刷毛（パネルに白象紙を水張りします。
方法は当日教えます。白象紙は河合塾の画材店で購入できます。）

初
日
の
持
参
物

彫 刻 立体での表現に興味がある人、彫刻について学びたい人のための
講座です。粘土を使った立体制作と木炭でのデッサン制作を通じ
て、入試で求められる要素を交えながら彫刻の魅力を体感してい
きます。対 象

時 間
新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース クロッキー 構成塑造

休
み

休
み

人体デッサン 石膏デッサン 43,200円

Bコース クロッキー 構成塑造 21,600円

Cコース 人体デッサン 石膏デッサン 21,600円

3/25		●カルトン●エスキース帳●鉛筆●パステル●プラスチック消しゴム
	 ●ネリゴム●カッターナイフ●フキサチーフ
	 ●塑造制作のための作業服、くつ●しゅろ縄1束
3/31		●画用木炭●ガーゼ●食パン●芯抜き●カッターナイフ	

●ネリゴム●デスケール●エスキース帳	
●木炭紙（下敷き含め5枚）●カルトン●クリップ4個●フキサチーフ

初
日
の
持
参
物

デザイン・工芸 デザインや工芸に進みたいと考えている人のための講座です。初心者に
も安心な道具の使い方や実技ポイントの習得ができ、進路アドバイスも
受けられます。大学合格者によるデモンストレーションを目の前に制作
できる体験型講座です。
※愛知芸大メディア映像志望の方は、メディア映像専攻のBコースを受講してください。

対 象
時 間

新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース デッサン
（デモンストレーションあり） 色彩

休
み

休
み

デッサン
（デモンストレーションあり） 立体 43,200円

Bコース デッサン
（デモンストレーションあり） 色彩 21,600円

Cコース デッサン
（デモンストレーションあり） 立体 21,600円

●鉛筆デッサン用具（4ページ参照）
●木炭紙サイズM画用紙または白象紙
●画鋲　●メモ用具
※木炭紙大パネルは貸し出します。

初
日
の
持
参
物
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京 都 市 芸 大 京都市立芸術大学美術学部の美術科（油画、日本画、彫刻、版画、構想設
計）、デザイン科、工芸科は共通入試です。
この講座では、受験で出題される実技科目を一通り体験する中で、最も
基本となる物の見方と各自の表現について探ってもらいます。対 象

時 間
新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース デッサン 色彩表現

休
み

休
み

デッサン 色彩表現 立体造形 43,200円

Bコース デッサン 色彩表現 21,600円

Cコース デッサン 色彩表現 立体造形 21,600円

●鉛筆デッサン用具（4ページ参照）
●A2パネルに四ツ切北越紙画鋲留め
●B3サイズクロッキー帳
●メモ用具

初
日
の
持
参
物

美 術 総 合 美術系大学の受験を考えている人や進路を迷っている人、志望美術分野（日本
画、油画、彫刻、デザイン、工芸、建築、映像など）が分からない人や決まってい
ない人に適した講座です。課題を選択でき、受験に必要な実技の基礎学習と進
路へのアドバイスを行っていきます。
※	初心者の方でも、志望専攻が決まっている方は、各専攻の講座を受講してください。

対 象
時 間

新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース デッサン デッサンまたは色彩表現

休
み

休
み

デッサン デッサンまたは
色彩表現 デッサンまたは立体造形 43,200円

Bコース デッサン デッサンまたは色彩表現 21,600円

Cコース デッサン デッサンまたは
色彩表現 デッサンまたは立体造形 21,600円

●鉛筆デッサン用具（4ページ参照）
●A2パネルにＢ3画用紙画鋲留め
●B3サイズクロッキー帳
●メモ用具

初
日
の
持
参
物

デザイン・工芸基礎 デザインや工芸の国公立大や私立大の総合型選抜の受験を考えている人のた
めの講座です。初心者にもわかりやすく丁寧に指導しますので、安心して学
べる環境です。また、個人面談により進路や各自必要な今後のアドバイスを
行います。対 象

時 間
新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース デッサン デッサンまたは総合型選抜対策

休
み

休
み

デッサン デッサンまたは総合型選抜対策 43,200円

Bコース デッサン デッサンまたは総合型選抜対策 21,600円

Cコース デッサン デッサンまたは総合型選抜対策 21,600円

●鉛筆デッサン用具（4ページ参照）
●B3正寸サイズ画用紙　●画鋲
●メモ用具
※B3パネルは貸し出します。

初
日
の
持
参
物

建 築 建築専攻で課されるデッサン課題について、実際に制作・講評を行いつつ、
段階的に実技入試の評価基準を説明していきます。これまでデッサンをした
ことがない人を前提とした導入カリキュラムです。
（この講座は1タームのみの設置となります）対 象

時 間
新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火）

Aコース デッサン1
形態をとらえる

デッサン2
構図を考える

デッサン3
立体感をだす

デッサン4
まとめ 21,600円

●鉛筆デッサン用具（4ページ参照）
●A3正寸サイズTMKポスター紙

初
日
の
持
参
物

芸 術 学 作品制作以外の立場から、広く美術に携わる分野が芸術学です。
講習では次の①〜③のことを行っていきます。
①最近数ヵ年の入試問題の傾向や特徴を紹介し、効果的な学習対策を詳しく説明します。
②入試問題の形式に沿った英語・歴史・小論文の課題に取り組みます。
③個人面接では進路相談や学習アドバイスなどを行います。
（この講座は１タームのみの設置となります）

対 象
時 間

新高２・高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
１ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火）

Aコース 英語・歴史・小論文 21,600円

●筆記用具
●英和辞典（電子辞書可）
●国語辞典（電子辞書可）
●歴史の教科書、資料集、用語集
●プリントを収めるためのファイル

初
日
の
持
参
物
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基礎高1・2年 美術に興味がある新高1・2年生を対象とした講座です。初心者の方
がメインですが、経験者の方にも対応しています。進路相談も随時行
います。この体験により、美大受験や今後の進路を考える可能性が広
がるでしょう。対 象

時 間
新高1生・2生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース 静物デッサン 構成デッサン 構成デッサン

休
み

休
み

石膏デッサン 石膏デッサン 石膏デッサン 36,800円

Bコース 静物デッサン 構成デッサン 構成デッサン 18,400円

Cコース 石膏デッサン 石膏デッサン 石膏デッサン 18,400円

●木炭紙サイズエスキース帳　●木炭紙サイズカルトン　
●目玉クリップ２個　●フキサチーフ　●メモ帳
3/25　	●木炭紙　●木炭（No.360）　	

●食パン（６枚切りを３枚程）　●ガーゼ
3/31　	●画用紙（B３サイズ正寸）　	

●鉛筆（６B、４B、２B、HB、２H、４H）	
●ネリゴム　●ガーゼもしくはティッシュペーパー

初
日
の
持
参
物

メディア映像 映像、映画学科を志望する学生が対象です。
基礎力を養うための体験課題に取り組みます。（武蔵野美大ほか私大対策を
希望する方はAコース、愛知芸大のメディア映像を志望する方はBコースを
受講してください。）対 象

時 間
新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース イメージ表現
休
み

休
み

21,600円

Bコース 構成 描写 21,600円

●筆記用具
●色鉛筆
●メモ帳

初
日
の
持
参
物

基礎中学（受験デッサン） この中学生対象の講座では、デッサンの基礎技術をしっかりと学び、
描画活動を通して美術の教養を深めていきます。
また、美術系高校の受験をめざしている人には進路アドバイスの面談も
行います。対 象

時 間
新中1・2・3生
9:30〜13:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース 静物デッサン 手のデッサン 石膏デッサン 選択デッサン
（手・石膏・静物）

休
み

休
み

石膏デッサン 静物デッサン 手のデッサン 選択デッサン
（手・石膏・静物） 30,400円

Bコース 静物デッサン 手のデッサン 石膏デッサン 選択デッサン
（手・石膏・静物） 15,200円

Cコース 石膏デッサン 静物デッサン 手のデッサン 選択デッサン
（手・石膏・静物） 15,200円

●四ツ切画用紙
●鉛筆（2H、HB、2Bを各1本）
●ネリゴム
●カッターナイフ

初
日
の
持
参
物

基礎中学（デッサン） この中学生対象の講座では、デッサンの基礎技術をしっかりと学び、
描画活動を通して美術の教養を深めていきます。
また、多彩なデッサン活動を体験し、表現する楽しさを味わいながら
素描に必要な知識や技術を習得していきます。対 象

時 間
新中1・2・3生
9:30〜13:30

講座
1ターム 2ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火） 29（水） 30（木） 3/31（金） 4/1（土） 2（日） 3（月）

Aコース 静物デッサン 細密デッサン イメージデッサン 選択デッサン
（手・石膏・静物）

休
み

休
み

石膏デッサン クローズアップデッサン 選択デッサン
（手・石膏・静物） 30,400円

Bコース 静物デッサン 細密デッサン イメージデッサン 選択デッサン
（手・石膏・静物） 15,200円

Cコース 石膏デッサン 細密デッサン イメージデッサン 選択デッサン
（手・石膏・静物） 15,200円

●四ツ切画用紙
●鉛筆（2H、HB、2Bを各1本）
●ネリゴム
●カッターナイフ

初
日
の
持
参
物

名市大（芸術工学） 名市大芸術工学部で課されるデッサン課題について、実際に制作・講評を行
いつつ、段階的に実技入試の評価基準を説明していきます。これまでデッサ
ンをしたことがない人を前提とした導入カリキュラムです。
（この講座は1タームのみの設置となります）対 象

時 間
新高3生・高卒生
9:30〜16:30

講座
1ターム

講習受講料3/25（土） 26（日） 27（月） 28（火）

Aコース デッサン1
形態をとらえる

デッサン2
構図を考える

デッサン3
立体感をだす

デッサン4
まとめ 21,600円

●鉛筆デッサン用具（4ページ参照）
●A3正寸サイズTMKポスター紙

初
日
の
持
参
物
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1.鉛筆：6H〜6Bの濃さ（硬さ）を使い分
け、重ね合わせて、立体感、質感、陰影を表
現します。2.ネリゴム：細くとがらせて細
部を消したり、絵の上から押しつけてトー
ンをぼかしたりなど、いろいろな用途に

使えます。3.カッターナイフ：鉛筆は主に
カッターナイフで削ります。4.フキサチー
フ：鉛筆や木炭、パステルなど粉状の画材
を画面に定着させるためのスプレー。5.デ
スケール：静物や石膏像などのモチーフを

その窓越しに覗いて、大体の構図や寸法、バ
ランスを確認するために用いる道具です。
6.消しゴム：エッジが大事。ネリゴムと併
用します。7.擦筆（さっぴつ）：木炭や鉛筆
で描写した上から押さえたり、こすったり

することでデッサンの画面に効果を生み出
す道具です。8.ガーゼ：叩いたり、押さえ
込んだり拭き取ったりして効果を出すため
に使います。9.はかり棒：モチーフ（描く
対象）の寸法を測るのに利用する道具です。

あると便利なもの

3 4

2

1

5 6 7 8 9

Q 1 .どんな鉛筆を用意すればいいですか？

A 1 .ステッドラー、ユニなどの種類がありま
すが、いろいろ試して自分に合った描きやす
い鉛筆を探してください。

Q 2 .どんな紙を用意すればいいですか？

A 2 .画用紙、木炭紙、ケント紙、白象紙など、課
題によってさまざまな用紙を使います。
授業内で、次の課題で必要な用紙や用具につ
いて説明しますので安心してください。

Q3.どのサイズの紙を用意すればいいですか？
A 3 .紙のサイズは種類と同様に、課題ごとに
変わります。
●	石膏デッサン→木炭紙サイズ
●	静物デッサン→木炭紙サイズ
●	構成デッサン→ B3サイズ
を使用することが多いです。

鉛筆デッサン用具：まずはここからスタート！
初めてデッサンをする方に、基本的な道具を紹介します。
消しゴムやカッターナイフなどは、普段使っているもので大丈夫ですが、足りないものは画材店で購入しましょう。
なお、授業で必要な道具は河合塾内の画材店（アトリエA棟 1階：セントラル画材河合塾売店）にて購入することができます。
授業日には必ず営業しているので安心です。

ステッドラー

ハイ	ユニ
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受講までの流れは次のとおりです。
【講習をお申し込みのご本人・保護者等の皆様】
2022年４月１日の民法改正で成年年齢が引き下げとなりましたが、弊塾（㈱河合塾進学研究社含む）では満18歳以上の方の入会の
お申し込みに際して、受講料等をご負担いただく保護者等の方のご同意をいただきます。

2/13（月）12:00～ 受付開始

【申込マイページ】のご利用には、生徒ご本人のログインⅠＤの取得が必要です。ログインⅠＤはWebサイトの「お客様情報登録」から取得してください。
※ログインⅠＤをお持ちでない方は、事前にログインⅠＤを取得いただくと、お手続きがスムーズに行えます。
※過去に美術研究所・高校グリーンコース・大学受験科・講習・模試のインターネット申込をされたことのある方は、お持ちのログインⅠＤまたはお客様ⅠＤで
お申し込みいただけます。
※2023年4月1日現在で35歳以上の方は受講できません。社会人の方で芸大・美大を志望されている方は、事前に講師との面接が必要になります。
※ログインⅠＤを取得される際には、Web画面に表示される「個人情報保護に関する事項」をよく読み、同意のうえでお申し込みください。
※小学生・中学生の場合は保護者等の方の「氏名」・「個人情報の保護に関する同意」が必要です。

申込マイページにログインする1STEP

講座を選択する2STEP

講習申込をする3STEP 申込期間中に先着順でお申し込みになれます。なお、定員に達した講座は受付を締め切りますのでお早めにお申し込みください。

案内書から希望されるコースをお選びください。

操作方法などのお問い合わせ

※ⅠＰ電話からなど、一部ご利用になれない場合があります。
※ご利用開始直後および終了間際の時間帯は、お問い合わせが集中し、つながりにくいことがあります。ご了承ください。
※カスタマーセンターでは、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。

インターネットの操作方法は、Webサイトの「申込ご利用ガイド」をご確認ください。
なお、ご不明な点は、カスタマーセンターにお電話にてお問い合わせください。

12：00～ 19：30 日曜・祝日はご利用になれません。なお、３/19（日）・
21（火・祝）・26（日）は、お問い合わせいただけます。受付時間

窓口申込

●お申し込み内容をご確認ください。
■ お申し込み受付完了後「申込受付完了のお知らせ」をメールにてご案内します。

インターネット
申込

申込期間

●お申し込みには保護者等の方の「メールアドレス」の登録と、保護者等の方の同意が必要です。
●講座の追加／変更申込についても、申込受付期間中にのみ承ります。
●設置期間（ターム）・日程・授業時間が重なる講座のお申し込みはできません。
●学校行事の都合などでやむを得ず受講できない場合は、該当講座の申込受付期間中に受講校舎窓口までご相談く
ださい。なお、一部でも講座を受講された場合は、受講状況にかかわらず返金は一切いたしません。
●2023年４月１日現在で35歳以上の方は受講できません。社会人の方で芸大・美大を志望されている方は、事前
に講師との面接が必要になります。

お申し込み上の注意

受講料の支払いをする4STEP

受講開始6STEP

お申込内容をご確認のうえ、ご指定の決済手段で受講料をお支払いください。

コンビニエンスストア Pay-easy（ペイジー）クレジットカード

※操作画面の案内をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
※振込用紙の送付はございません。
※各決済手段の注意事項は、以下をご覧ください。

※2022年度美術研究所専科生・2023年度美術研究所専科生・本科
生の方は、６ページ「2022年度美術研究所専科生／2023年度美
術研究所専科生・本科生のお支払い上の注意」をご確認のうえ、
受講料をお支払いください。

［各決済手段の注意事項］
●クレジットカード
・ご利用可能なカードの種類はVisa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、
Diners Club International、Discoverです。
・ご利用代金明細書には、「学校法人河合塾」または「ガッコウホウジンカワイジュク」
と表示されます。

●コンビニエンスストア
・お支払い可能なコンビニエンスストアは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマ
ート、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキです。
・お支払い合計金額が30万円以上の場合は、コンビニエンスストアでのお支払いはご利

用になれません。
・お支払い手続きの方法は、各コンビニエンスストアで異なります。
●Pay-easy（ペイジー）
・Pay-easy （ベイジー）マークのあるATM／インターネットバンキングでのお支払い
が可能です。
・ATMでは、10万円を超える現金でのお振り込みができませんのでご注意ください。
・ATM画面やインターネットバンキング画面には払込先名として「学校法人河合塾」が
表示されます。
・ATMによる現金での払い込みや、休日・夜間などご利用時間帯によっては手数料がか
かる場合があります。詳細はご利用になる金融機関にお問い合わせください。

●受講番号をご確認ください。
■ 入金確認後、「申込手続完了のお知らせ」をメールにてご案内します。

●２/24（金）以降にお客様専用サイト［申込マイページ］内の「ご利用照会」にてご確認ください。
●受講証（時間割）の見方などはお客様専用サイト「申込マイページ」内の「各種ご案内ダウンロード」からご確認いただけます。

■ 「受講証（時間割）」をご確認ください。

手続完了5STEP

※2022年度美術研究所専科生・2023年度美術研究所専科生・本科生・高校グリーンコース生・大学受験科生はお申し込み受付完了後にメールにてご案内します。

カスタマーセンター　

※おかけ間違いにご注意ください。
7®0120-198-790

・ ・

各講座の受講開始日の４日前まで

申込ご利用ガイドはこちら

以下のいずれかの方法で申込期間中にお申し込みください。 ※お申し込みには保護者等の方のメールアドレスの登録と保護者等の方の同意が必要です。

Webサイト「申込マイページ」にログイン後、「講座・コース・寮・
認定テストを申し込む」からご希望の講座をお申し込みください。

受付時間 10：00～18：00

お申し込みの流れ

河合塾　インターネット申込

※2/13（月）は、12：00から受付を行います。なお、校舎窓口では受講料をお支払いになれません。

各講座の受講料は、１～３ページをご覧ください。受講料にはモデル・モチーフ以外の個人的画材費は含まれていません。
受講料は申込講座数に応じてお支払いください。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
お支払いになる受講料などは、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の適用対象となります。ただし、非課税枠は、受講される校舎の主催法人（学校法人・株式会社）により異なります。
主催法人は、案内書などの校舎一覧に記載しています。本措置に関しては、国税庁または文部科学省のホームページを参照してください。

講習期間中の通学定期券の発行
各交通機関の規定により、通学定期券は発行されません。あらかじめご了承ください。

2022年度美術研究所専科生／ 2023年度美術研究所専科生・本科生のお支払い上の注意
●2022年度美術研究所専科生の講習受講料は、2023年度美術研究所専科進級申込時にご登録の決済手段（クレジットカード・口座振替・Pay-easy）でご請求いたします。
●2023年度美術研究所専科生・本科生で春期講習をお申し込み時に2023年度入塾の手続きを完了されている方は、入塾申込時にご登録の決済手段（クレジットカード・口座振替・Pay-easy）で受
講料をご請求いたします。
 ＊クレジットカード情報または振替口座の登録が完了するまでは、「Pay-easy（ペイジー）」でのお支払いとなります。
 ＊講座の追加／変更申込の場合も、上記２項目に準じます。

■ご請求・お支払いスケジュール
毎月、７日頃に［【河合塾】学費確定（月次精算）のご案内］メールをお送りいたします。（メールの送信日は前後する場合があります。）

学校法人 河合塾 （2022年12月現在）

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。

ログインⅠDを取得する際に、Web画面に表示される「個人情報の保護に関する事項」もよくお読みください。
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提供される
際は、必ずその保護者等（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
住所：愛知県名古屋市千種区今池２-１-10
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。

®

講習受講料に関する注意事項
■講習受講料のお支払いについて
　1．講習受講料（消費税込）は、教材費などを含みます。
　2．講習受講料は、一括支払いのみで、分割でのお支払いはできません。
　3．講習受講料は、ご指定の決済手段で、指定期限日までにお支払いください。決済手段は、クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easy（ペイジー）から選択できます。講習受講料のお支

払いは、校舎窓口で受け付けておりません。
　4．2022年度美術研究所専科生ならびに2023年度美術研究所専科生・本科生は、講習受講料を河合塾指定の月日に、「ご登録の決済手段（クレジットカード・口座振替・Pay-easy）」でご請求いた

します。決済手段のご登録が完了されていない方は、Pay-easyでのお支払いとなります。

■受講講座の追加／変更について
　5．受講講座の追加／変更は、該当講座の申込期間中にお申し込みください。それ以降の追加／変更はできません。
　6．受講講座の追加／変更に伴い講習受講料に差額が生じた場合は、差額分をお支払いいただくか、または返金いたします。
　7．学校行事の都合などでやむを得ず受講できない場合は、該当講座の受付期間中に校舎窓口までご相談ください。なお、一部でも講座を受講された場合は、受講状況にかかわらず返金は一切いたしません。

■受講辞退について
　8．申込講座がすべて受講できない場合は、該当講座の申込期間中に校舎窓口にご相談ください。

■講習受講料の返金について
　9．授業を欠席したことによる返金は一切いたしません。
  10.  自然災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害など）や塾都合により一部または全部の講習が実施できなかった場合、かつ、塾が振替授業を設
　　　定しない場合は、所定の金額を返金いたします。
  11.  講習受講料の返金が生じた場合は、メールでご案内します。お客様専用サイト［申込マイページ］よりお手続きください。

付則　
■外部委託について
  12.  講習受講料の決済はSMBC GMO PAYMENT株式会社、返金業務はウェルネット株式会社に委託しています。

※ご登録の決済手段がクレジットカードの方は、毎月８日に決済いたします。何らかの理由により決済できなかった場合は、メールでお知らせし、17日、27日に再度自動で決済を行います。

春期講習申込日
精算日

クレジットカード決済日※

口座振替日
Pay-easy支払期限日

2023/３/４（土）まで 2023/３/５（日）以降
2023/４/ ５（水）
2023/４/ ８（土）

2023/４/27（木）

2023/３/ ５（日）
2023/３/ ８（水）

2023/３/27（月）

（教材費を含みます）　※「受講料」には消費税を含みます。受講料

申込マイページ内「受講証（時間割）」に、受講講座の時間割・校舎名が記載されています。
講座についてのお問い合わせは美術研究所（名古屋）　　 0120-591-109 までお願いします。講座のアトリエはA棟および北館前に掲示します。®

美術研究所（名古屋）の窓口でのみお申し込みになれます。受講に関するご相談も美術研究所（名古屋）でのみ承ります。
美術研究所（名古屋） 　　 0120-591-1097®
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受講までの流れは次のとおりです。
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※ログインⅠＤをお持ちでない方は、事前にログインⅠＤを取得いただくと、お手続きがスムーズに行えます。
※過去に美術研究所・高校グリーンコース・大学受験科・講習・模試のインターネット申込をされたことのある方は、お持ちのログインⅠＤまたはお客様ⅠＤで
お申し込みいただけます。
※2023年4月1日現在で35歳以上の方は受講できません。社会人の方で芸大・美大を志望されている方は、事前に講師との面接が必要になります。
※ログインⅠＤを取得される際には、Web画面に表示される「個人情報保護に関する事項」をよく読み、同意のうえでお申し込みください。
※小学生・中学生の場合は保護者等の方の「氏名」・「個人情報の保護に関する同意」が必要です。

申込マイページにログインする1STEP

講座を選択する2STEP

講習申込をする3STEP 申込期間中に先着順でお申し込みになれます。なお、定員に達した講座は受付を締め切りますのでお早めにお申し込みください。

案内書から希望されるコースをお選びください。

操作方法などのお問い合わせ

※ⅠＰ電話からなど、一部ご利用になれない場合があります。
※ご利用開始直後および終了間際の時間帯は、お問い合わせが集中し、つながりにくいことがあります。ご了承ください。
※カスタマーセンターでは、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。

インターネットの操作方法は、Webサイトの「申込ご利用ガイド」をご確認ください。
なお、ご不明な点は、カスタマーセンターにお電話にてお問い合わせください。

12：00～ 19：30 日曜・祝日はご利用になれません。なお、３/19（日）・
21（火・祝）・26（日）は、お問い合わせいただけます。受付時間

窓口申込

●お申し込み内容をご確認ください。
■ お申し込み受付完了後「申込受付完了のお知らせ」をメールにてご案内します。

インターネット
申込

申込期間

●お申し込みには保護者等の方の「メールアドレス」の登録と、保護者等の方の同意が必要です。
●講座の追加／変更申込についても、申込受付期間中にのみ承ります。
●設置期間（ターム）・日程・授業時間が重なる講座のお申し込みはできません。
●学校行事の都合などでやむを得ず受講できない場合は、該当講座の申込受付期間中に受講校舎窓口までご相談く
ださい。なお、一部でも講座を受講された場合は、受講状況にかかわらず返金は一切いたしません。
●2023年４月１日現在で35歳以上の方は受講できません。社会人の方で芸大・美大を志望されている方は、事前
に講師との面接が必要になります。

お申し込み上の注意

受講料の支払いをする4STEP

受講開始6STEP

お申込内容をご確認のうえ、ご指定の決済手段で受講料をお支払いください。

コンビニエンスストア Pay-easy（ペイジー）クレジットカード

※操作画面の案内をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
※振込用紙の送付はございません。
※各決済手段の注意事項は、以下をご覧ください。

※2022年度美術研究所専科生・2023年度美術研究所専科生・本科
生の方は、６ページ「2022年度美術研究所専科生／2023年度美
術研究所専科生・本科生のお支払い上の注意」をご確認のうえ、
受講料をお支払いください。

［各決済手段の注意事項］
●クレジットカード
・ご利用可能なカードの種類はVisa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、
Diners Club International、Discoverです。
・ご利用代金明細書には、「学校法人河合塾」または「ガッコウホウジンカワイジュク」
と表示されます。

●コンビニエンスストア
・お支払い可能なコンビニエンスストアは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマ
ート、ミニストップ、セイコーマート、デイリーヤマザキです。
・お支払い合計金額が30万円以上の場合は、コンビニエンスストアでのお支払いはご利

用になれません。
・お支払い手続きの方法は、各コンビニエンスストアで異なります。
●Pay-easy（ペイジー）
・Pay-easy （ベイジー）マークのあるATM／インターネットバンキングでのお支払い
が可能です。
・ATMでは、10万円を超える現金でのお振り込みができませんのでご注意ください。
・ATM画面やインターネットバンキング画面には払込先名として「学校法人河合塾」が
表示されます。
・ATMによる現金での払い込みや、休日・夜間などご利用時間帯によっては手数料がか
かる場合があります。詳細はご利用になる金融機関にお問い合わせください。

●受講番号をご確認ください。
■ 入金確認後、「申込手続完了のお知らせ」をメールにてご案内します。

●２/24（金）以降にお客様専用サイト［申込マイページ］内の「ご利用照会」にてご確認ください。
●受講証（時間割）の見方などはお客様専用サイト「申込マイページ」内の「各種ご案内ダウンロード」からご確認いただけます。

■ 「受講証（時間割）」をご確認ください。

手続完了5STEP

※2022年度美術研究所専科生・2023年度美術研究所専科生・本科生・高校グリーンコース生・大学受験科生はお申し込み受付完了後にメールにてご案内します。

カスタマーセンター　

※おかけ間違いにご注意ください。
7®0120-198-790

・ ・

各講座の受講開始日の４日前まで

申込ご利用ガイドはこちら

以下のいずれかの方法で申込期間中にお申し込みください。 ※お申し込みには保護者等の方のメールアドレスの登録と保護者等の方の同意が必要です。

Webサイト「申込マイページ」にログイン後、「講座・コース・寮・
認定テストを申し込む」からご希望の講座をお申し込みください。

受付時間 10：00～18：00

お申し込みの流れ

河合塾　インターネット申込

※2/13（月）は、12：00から受付を行います。なお、校舎窓口では受講料をお支払いになれません。

各講座の受講料は、１～３ページをご覧ください。受講料にはモデル・モチーフ以外の個人的画材費は含まれていません。
受講料は申込講座数に応じてお支払いください。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
お支払いになる受講料などは、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」の適用対象となります。ただし、非課税枠は、受講される校舎の主催法人（学校法人・株式会社）により異なります。
主催法人は、案内書などの校舎一覧に記載しています。本措置に関しては、国税庁または文部科学省のホームページを参照してください。

講習期間中の通学定期券の発行
各交通機関の規定により、通学定期券は発行されません。あらかじめご了承ください。

2022年度美術研究所専科生／ 2023年度美術研究所専科生・本科生のお支払い上の注意
●2022年度美術研究所専科生の講習受講料は、2023年度美術研究所専科進級申込時にご登録の決済手段（クレジットカード・口座振替・Pay-easy）でご請求いたします。
●2023年度美術研究所専科生・本科生で春期講習をお申し込み時に2023年度入塾の手続きを完了されている方は、入塾申込時にご登録の決済手段（クレジットカード・口座振替・Pay-easy）で受
講料をご請求いたします。
 ＊クレジットカード情報または振替口座の登録が完了するまでは、「Pay-easy（ペイジー）」でのお支払いとなります。
 ＊講座の追加／変更申込の場合も、上記２項目に準じます。

■ご請求・お支払いスケジュール
毎月、７日頃に［【河合塾】学費確定（月次精算）のご案内］メールをお送りいたします。（メールの送信日は前後する場合があります。）

学校法人 河合塾 （2022年12月現在）

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。

ログインⅠDを取得する際に、Web画面に表示される「個人情報の保護に関する事項」もよくお読みください。
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提供される
際は、必ずその保護者等（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
住所：愛知県名古屋市千種区今池２-１-10
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。

®

講習受講料に関する注意事項
■講習受講料のお支払いについて
　1．講習受講料（消費税込）は、教材費などを含みます。
　2．講習受講料は、一括支払いのみで、分割でのお支払いはできません。
　3．講習受講料は、ご指定の決済手段で、指定期限日までにお支払いください。決済手段は、クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easy（ペイジー）から選択できます。講習受講料のお支

払いは、校舎窓口で受け付けておりません。
　4．2022年度美術研究所専科生ならびに2023年度美術研究所専科生・本科生は、講習受講料を河合塾指定の月日に、「ご登録の決済手段（クレジットカード・口座振替・Pay-easy）」でご請求いた

します。決済手段のご登録が完了されていない方は、Pay-easyでのお支払いとなります。

■受講講座の追加／変更について
　5．受講講座の追加／変更は、該当講座の申込期間中にお申し込みください。それ以降の追加／変更はできません。
　6．受講講座の追加／変更に伴い講習受講料に差額が生じた場合は、差額分をお支払いいただくか、または返金いたします。
　7．学校行事の都合などでやむを得ず受講できない場合は、該当講座の受付期間中に校舎窓口までご相談ください。なお、一部でも講座を受講された場合は、受講状況にかかわらず返金は一切いたしません。

■受講辞退について
　8．申込講座がすべて受講できない場合は、該当講座の申込期間中に校舎窓口にご相談ください。

■講習受講料の返金について
　9．授業を欠席したことによる返金は一切いたしません。
  10.  自然災害（暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害など）や塾都合により一部または全部の講習が実施できなかった場合、かつ、塾が振替授業を設
　　　定しない場合は、所定の金額を返金いたします。
  11.  講習受講料の返金が生じた場合は、メールでご案内します。お客様専用サイト［申込マイページ］よりお手続きください。

付則　
■外部委託について
  12.  講習受講料の決済はSMBC GMO PAYMENT株式会社、返金業務はウェルネット株式会社に委託しています。

※ご登録の決済手段がクレジットカードの方は、毎月８日に決済いたします。何らかの理由により決済できなかった場合は、メールでお知らせし、17日、27日に再度自動で決済を行います。

春期講習申込日
精算日

クレジットカード決済日※

口座振替日
Pay-easy支払期限日

2023/３/４（土）まで 2023/３/５（日）以降
2023/４/ ５（水）
2023/４/ ８（土）

2023/４/27（木）

2023/３/ ５（日）
2023/３/ ８（水）

2023/３/27（月）

（教材費を含みます）　※「受講料」には消費税を含みます。受講料

申込マイページ内「受講証（時間割）」に、受講講座の時間割・校舎名が記載されています。
講座についてのお問い合わせは美術研究所（名古屋）　　 0120-591-109 までお願いします。講座のアトリエはA棟および北館前に掲示します。®

美術研究所（名古屋）の窓口でのみお申し込みになれます。受講に関するご相談も美術研究所（名古屋）でのみ承ります。
美術研究所（名古屋） 　　 0120-591-1097®

●�河合塾美術研究所発行の「2023美術系大学入試資料集」と初心者のための
技術書「WARM�UP!」の進呈（講習新規受講生対象）
●�2023年度美術研究所の入塾金一部免除（すでに入塾されている方には適用されません）

2023年度春期講習受講生には、次の特典があります。特 典

本科に入塾の場合⇨入塾金40,000円のうち20,000円免除
専科に入塾の場合⇨入塾金33,000円のうち16,500円免除



春の無料体験

◎講習初日にガイダンスを行い、
講習の進め方や、道具について
講師より説明をします。
◎講習期間中に使用する画材は、
河合塾内の画材店で販売しま
すので、ご利用ください。

初心者の皆さんへ

春期講習の開講にともない、遠方
からの受講生の方には、学生会館
をご案内しています。宿泊を希望
される方は、お問い合わせくださ
い。
※部屋数には限りがございますので、
　お早目にお申し込みください。

講習期間中の
宿泊施設ご案内

高3生・高卒生対象

高 1・2 生対象

●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 　●名市大（芸術工学） 

●基礎高1・2年
中学生対象 ●基礎中学

詳細は、「入塾案内書」をご請求ください。

大学入試編  10:00～11:00
3/21（火・祝）

高校入試編 10:00～11:00

新年度入塾生2/13（月）受付開始
対　象

日　時

美術・芸術系大学・高校に
進学を考えている
生徒の保護者

3/19（日） 
3/29（水） 
4/2（日） 

対　象

日　時

新中1・2・3生、
新高1・2・3生、
高卒生またはその保護者

詳細は、パンフレットに同封の案内チラシをご参照ください。

詳細は、パンフレットに同封の案内チラシをご参照ください。

詳細は、パンフレットに同封の案内チラシをご参照ください。

詳細は、パンフレットに同封の案内チラシをご参照ください。

保護者のための美術系進学ガイダンス

OB・OG 合格体験トーク 入塾説明会

新中学生、新高1・2生 10:30～11:30
新高3生、高卒生 14:00～15:00

河合塾美術研究所OB・OGの現役芸大生・美大生によ
る合格体験トークです。受験時の対策秘話、入試のとき
の状況、大学入学後の話や作品制作に懸ける熱い想い、
将来の進路など、普段なかなか聞くことのできない話
をじっくり聞くことができるチャンスです！
受験生だけでなく、中学生、高1・2生、保護者の方など、
どなたでも参加可能です。参加を希望される方はお申
し込みが必要です。定員に達し次第締め切りとなりま
すので、お早目にお申し込みください。

対　象

日　時

生徒および保護者

3/29（水）11:30～13:00

対　象 新高1・2・3生、高卒生
日　時 3/21（火・祝）

9:30～16:30
対　象 新中1・2・3生
日　時 3/21（火・祝）

9:30～13:30

無料
申込不要

無料
要申込

無料
要申込

無料
申込不要

栄

近鉄四日市

至 長野方面至 岐阜方面

豊橋

金山

鶴舞

大曽根

地下鉄東山線

J
R
中
央
本
線

近 

鉄

J
R
東
海
道
本
線

至 静岡方面

至 藤が丘至 高畑
名古屋 千種

至 大阪方面

詳細は、パンフレットに同封の案内チラシをご参照ください。

東京芸大＆京都市芸大
入試課題にチャレンジ

3/21（火・祝） 

対　象

日　時

新高1・2・3生、
および高卒生

9:30～16:30

無料
要申込

2023年度の東京芸大（油画・日本画・彫刻・
デザイン・工芸・建築）および京都市芸大（描
写課題）で出題された入試課題にチャレンジ
してみましょう。

河合塾美術研究所名古屋校では、
入館時の検温や消毒液の設置、座席間隔の確保、
定期的な換気・消毒などを行っております。 検温 座席の間隔 換気 消毒液の設置

河合塾なら、新型コロナウイルス感染防止対策も万全。
安心してお通いください。

®

®

※不織布マスクの着用（布製、ウレタン製は不可）にご協力をお願いいたします。

◎JR中央線千種駅、地下鉄東山線千種駅4番出口、市バス「千種駅前」から徒歩2分

千種校
本館

𠮷野家

北館
（美術研究所・
  教務カウンター）

〒464-8610 名古屋市千種区今池2-1-10
河合塾千種校北館２階




