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Design & Craft

デ
ザ
イ
ン・工
芸

大学卒業後の
デザイン・工芸の
主な職種

就きたい職種の分野を
学ぶことができる主な大学の専攻

デザイン工芸専攻では塾生の志望にあわせて「芸大デザインコース」「工芸コース」「私大 V Dコース」「私大 I D S Dコース」
の４コースを設置しています。１学期前半は４コース共通の課題で基礎力を身につけ、同時に様々なレクチャーや体験
授業、紹介により志望分野・志望校を面談を通して定めていきます。１学期後半以降は各コースに分かれて専門課題に
取り組みます。

観察し、表現し、伝える
世界をより美しく、豊かにするものづくりがここからはじまる

高2・3生 デザイン・ 専科 平日6日専科 ［ 月～土 ］ 17:30— 20:30
対象 工芸専攻

 　 平日3日専科 ［ 月～水 ］ 17:30— 20:30

   土曜専科 ［     土     ］ 13:30— 20:30

高3生 美大学科 専科 ［ 土 ］国語 13:30— 15:00  /  英語  15:10— 16:40
対象   ※学科は別途お申し込みが必要です。詳しくは60ページをご覧ください。

高卒生  デザイン・ 本科  ［ 月～土 ］ 9:30— 16:30
対象 工芸専攻

 美大学科 本科 英語 ［ 火・木 ］ 18:30— 20:30

   国語   ［ 水・金 ］ 18:30— 20:00 
   ※学科は別途お申し込みが必要です。詳しくは60ページをご覧ください。

平日3日専科、土曜専科は、部活やその他の理由で、
平日6日専科に通えない方のためのコースです。
学期の途中で平日6日専科に変更することができます。

グラフィックデザイナー
エディトリアルデザイナー

広告デザイナー　WEB デザイナー
ゲームデザイナー　イラストレーター
アニメーター　キャラクターデザイナー　

写真家　絵本作家　マンガ家

平面系
V isual Design

平面系  VD
Visual  De sign

パッケージデザイナー
文房具デザイナー
雑貨デザイナー
UI デザイナー

カーデザイナー
家電デザイナー
玩具デザイナー
医療器具デザイナー
ジュエリーデザイナー
スポーツ用品デザイナー
インダストリアルデザイナー

立体系
Industrial Design

立体系  ID
Indus tr ial  De sign

空間系
Space Design

舞台美術家
環境デザイナー
店舗デザイナー

ディスプレイデザイナー

TV、映画、映像制作者
教員
美術作家

フリーデザイナー
美術キュレーター
染織作家　漆芸作家
テキスタイルデザイナー

インテリアデザイナー
ファッションデザイナー
照明デザイナー

ガラス作家  陶芸作家
金工作家
木工作家

空間系  SD
Space  De sign

東京芸大　デザイン

東京芸大　工芸
金沢美工大　工芸

プロダクトデザイン

工芸工業デザイン

環境デザイン

空間演出デザイン

劇場美術デザイン

工芸

　グラフィックデザイン

視覚伝達デザイン
デザイン情報

基礎デザイン

情報デザイン
テキスタイル

統合デザイン

多摩美大

武蔵野美大

東京芸大・公立大
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直
前
講
習

私は高2の秋から河合に入塾し、3年間お世話になりました。少人数だからこそ先生
と生徒の距離が近く、1人1人に合わせた指導をして下さり、自分の強みと弱みを理解
して、着実に上達していくことができました。
私は河合でなければここまでデザインに対して本気になって受験に挑むことができま
せんでした。今までありがとうございました。

自分自身、他大学、大学院を経て美大を目指したので不安や心配しかありませんでし
た。その心配は全くする必要もなく道具の選び方やモノの見方をひとつずつ教えて
頂き美術のこと以外にも沢山の事を学ばせて頂きました。
体調も不調で、3年間のうち最後の1年はほぼ出席できておりませんが今まで伝え下
さったコトのお陰で合格する事ができました。本当にありがとうございました。

西本 藍子 さん

東京芸術大学 デザイン科
武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科 合格

東京・東京立正高校

松山 実邑 さん

東京芸術大学 デザイン科 合格

東京・富士見丘高校

河合塾は人数が少ないんですが、その分先生方が一人ひとりの今まで描いた絵の傾
向や、今までしてきた指導を覚えていて下さってコミュニケーションが取りやすくその時
その時の課題への質問だけでなく、しがちな良くないクセについての考え方を教えて
もらうことができて直前まで諦めず入試に向かって行けました。
私のように質問することにハードルがある人にとってもおすすめです。

他塾から土曜専科として3年生の始めから河合塾にお世話になって周りの生徒の
課題への熱意にいつも感化されていました。また、先生の指導も手厚く2次課題の
実力がどんどん伸びていきました。1年間関わってくれたみなさんありがとうござい
ました。

新名 星花 さん

東京芸術大学 デザイン科 現役合格

東京・都立総合芸術高校

高瀬 律 さん

東京芸術大学 デザイン科 現役合格

東京・都立小川高校

構成デッサン　8h 　芸大サイズ
2つのモチーフと手を組みあせてダイナミックな構成で描いてい
ます。ガラスボウルの透明感や毛糸の柔らかさなど、モチーフの
持つ特性を明快に表現できています。

色彩構成　6h 　B3サイズ
感情をテーマにミニカーと任意の要素を組みあせて描く課題で
す。可愛らしい世界観が魅力的です。紙が折れたり破れたりす
る特性やラクガキを活かして道の表情を作れています。

立体構成　「正円、正方形」　8h　ケント紙
幾何図形を構成要素とした基本的な課題です。正円（ベース）、
正方形（ポイント）の役割の明快さ、光と陰影のバランスなど構
成の整った美しい作品です。

石膏像デッサン　11h　 芸大サイズ
奴隷像単体のデッサンです。動きが強い像の印象を自然なニュ
アンスで丁寧に描いています。鉛筆が持つ色や表情幅をうまく
活かした表現になっています。

色彩構成　11時間　B3サイズ
鎖の持つ形や空間性に着目した作品です。ダンボール板でも鎖
形を作り、同じ扱いの中で質の違いを魅力的に対比させていま
す。画面全体から伝わる爽やかなイメージも良いです。

立体構成　「穴、手、任意形体」　8h　水粘土
テーマ課題では、テーマに対してどのような工夫をしてアプローチ
したかを伝えることが大切です。この作品は、卵を取れそうで取
れない様が穴の特徴づけや存在価値を高めています。

組み石膏デッサン　11h　 芸大サイズ
マルス像の背中に弥勒菩薩面が立てかかっているモチーフです。
2つのモチーフが組み合わさったときにできる大きな量感を自然
に捉え表現できています。

色彩構成　8h　B3サイズ
ダンボールで作った仕切りの中に砂を注ぐ行為で画面全体の魅
力を作っています。キウイの埋もれ具合が砂の量によって違いを
作り、見せ場を絞っています。色使いも綺麗です。

立体構成　「身を守る特徴を持った生き物」　６h　水粘土
硬い外皮で身体を覆う生物、鋭利な針を出す生物、擬態して姿
を隠す生物、異臭を放つ生物など様 な々守る特徴があります。
気づきの量と質がデザインにつながります。

佐藤修一 センザキリョウスケ

髙橋しずく 佐々木 陸 松村賢幸

立体構成
主に粘土や紙素材などを用いて、モチーフや
テーマを表現する課題です。独創的で共感
性のある造形力、空間や陰影などを考慮した
構成力、技術力を養います。

主要対策学科：東京芸術大学 デザイン科

芸大デザインコース

デッサン・色彩構成・立体構成の各課題や、レクチャー・体験授業を通して東京芸大デザイン科が求
める「つくる力」を身につけます。モチーフやテーマのとらえ方、発想の幅のひろげ方、独自性と共
感性のある伝え方、説得力のある造り方など。講師が多数実演し、「つくる力」のリアリティを示します。
入試の答え方は１つではありません。あなたの答え方を見つけていきましょう。受験に向けて面談を
重ねながら、私立大学との併願受験にも対応します。

石膏デッサン
石膏像を中心としたモチーフを描写する課題
です。形、固有色、質感、組まれ方、光の方向、
空間性、構図などを的確に判断し、全体像を
自然に描く能力を身につけます。

色彩構成
配付モチーフや想定モチーフを構成し主に
絵具を用いて表現する課題です。モチーフ
の特徴やテーマに柔軟に対応する能力や、
画面をまとめる構成力、描写力を養います。

構成デッサン
手や配付モチーフ、想定モチーフを構成して
描写する課題です。モチーフを観察し的確
に表現する技術力や、モチーフどうしの関係
性を考慮した構成力を身につけます。

観察力、発想力、構成力、技術力の土台づくり

1学期 2学期 3学期
入試を知る、現在を見つめる
基礎をつくる、経験を深める

明確な意識を持ち
入試へ進んでいく

的確な対策課題で
合格する力をつける

観察力、発想力、構成力、技術力の向上をめざす

• 個人面談
• 基礎力養成課題
• 演習課題（基礎）
• 各種実技レクチャー
• 他専攻合同ゼミ

• 個人面談
• 三者面談
• 応用力養成課題
• 演習課題（発展）
• 各種実技レクチャー

• 個人面談
• 塾内実技コンクール
• 東京芸大デザイン科対策

3学期は 1月中旬で終了します。

夏
期
講
習

春
期
講
習

冬
期
講
習

• 塾生作品展
• 塾内実技コンクール
• 東京芸大デザイン科
 公開実技模試

• デザイン工芸紹介
• 塾内実技コンクール
• 全体保護者会

授業作品 授業で制作した入試対策課題です

「観察・表現」を伸ばす、「知識・体験」を広げるなどの多彩な授業を行い、入試課題につなげますピックアップ授業

本科、６日専科、３日専科、土曜専科の授業日程や学習状況に合わせて作成しています年間カリキュラム

指導スタッフ

彫刻専攻合同塑像ゼミ

図法レクチャー 塾生作品展 模刻演習 東京芸大デザイン科公開実技模試 自画像 デモスト見学 DAY

デッサンレクチャー 細密着彩 細密デッサン 色彩描写演習写真模写（取材した写真）
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私は高2の夏ごろから私大VDコースでお世話になりました。レベルの高い作品に囲
まれ、本当に自分が合格できるのか不安でいっぱいでした。本番が近づくにつれ実
技が伸び悩んで描きたくないと思ったときも、優しい先生と友人がいたから最後まで
頑張ることができました !温かい環境に恵まれ、合格することができ本当に嬉しいです。
学科との両立は本当に大事だと感じました。新しい環境でも頑張ります !

河合塾に入塾して良かった事は、塾風が自分に合っていて、先生方もとても優しく、か
なり受験勉強がしやすかった事です。思うに個性をよく見てくれて、指導もそのつど
丁寧にわかりやすく教えていただき親身になって合格に導いてくれました。
夏の体験授業ではじめて河合を訪れて、この塾で頑張ろうと決めて入塾して本当によ
かったです。一年間ありがとうございました。

私は全くの初心者から高3の4月に入塾して現役で合格することができました ! 特に
伸びたと思うのは冬期講習と直前講習です。基礎を一から洗い直すことでデッサン
も色彩も「描くこと」を理論的に理解し楽しくなっていきました。仲間と切磋琢磨し多く
の学びを得られたと思います。河合で良かったです ! 寂しいです ! 大学でもここで学
んだことを活かし頑張ります !

私は高校2年の夏期講習から河合にきました。入った当初は全く上手くできていな
かったし、大学に受かったときも上手くできているとはあまり思っていなかったです。で
も、過去の作品を見返してみると、ちゃんと上手くなっているのがわかると思います。
自分が何をできて、できていないのか、考えながら課題をこなせば、変わっていくと思
います。自信を持って、ダメだと思っても、なんとかなる!

森岡 千夏 さん
多摩美術大学 グラフィックデザイン学科・情報デザイン学科・
統合デザイン学科　武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科
デザイン情報学科・基礎デザイン学科 現役合格
東京・都立小松川高校

溝口 るな さん

東京芸術大学 工芸科 現役合格

東京・都立工芸高校

綱川 怜佳 さん

多摩美術大学 グラフィックデザイン学科・統合デザイン学科
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科 現役合格

東京・都立新宿山吹高校

富川 亮太 さん
多摩美術大学 グラフィックデザイン学科・
情報デザイン学科・統合デザイン学科
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科 現役合格
東京・國學院久我山高校

早田有花

重富彩花 望月美佑大竹 伶

西山 陽

「観察・表現」を伸ばす、「知識・体験」を広げるなどの多彩な授業を行い、入試課題につなげますピックアップ授業

本科、６日専科、３日専科、土曜専科の授業日程や学習状況に合わせて作成しています年間カリキュラム
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講
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観察力、発想力、構成力、技術力の土台づくり

1学期 2学期 3学期
入試を知る、現在を見つめる
基礎をつくる、経験を深める

明確な意識を持ち
入試へ進んでいく

的確な対策課題で
合格する力をつける

観察力、発想力、構成力、技術力の向上をめざす

• 個人面談
• 基礎力養成課題
• 演習課題（基礎）
• 各種実技レクチャー
• 他専攻合同ゼミ

• 個人面談
• 三者面談
• 応用力養成課題
• 演習課題（発展）
• 各種実技レクチャー

• 個人面談
• 塾内実技コンクール
• 東京芸大工芸科、
  その他公立・私立大
  工芸科対策
3学期は 1月中旬で終了します。

夏
期
講
習

春
期
講
習

冬
期
講
習

• 塾生作品展
• 塾内実技コンクール
• 東京芸大工芸科
 公開実技模試
• ホームワーク

• デザイン工芸紹介
• 塾内実技コンクール
• 全体保護者会
• ホームワーク

鉛筆写生
石膏像や静物モチーフを対象物とし、全体像を正確に把握し、
それを画面に定着する能力を養います。

平面表現
対象物を観察し構成に繋げ、色彩を交えて表現することで個々
のイメージや感性を第三者に伝えます。道具や素材の扱い方
を身につけて質の高い作品を目指します。

主要対策学科：東京芸術大学 工芸科、公立・私立大学 工芸科

工芸コース

工芸とは木、土、金属、石、ガラス、繊維、火、水などの自然の恵みを用いて新たな価値を見出す分野
です。素材の特性を理解し、先人たちが磨いてきた技法から多くを学び、独自の境地を切り開いて行く、
とても人間味のある可能性に溢れた世界です。このコースでは、ものづくりの基礎となる「観察力」「表
現力」「構成力」などの要素をレクチャーや実技体験を通して養うことで個々の能力を最大限に引き
出します。日々の積み重ねから自分を知り、経験を自信に変えて志望大学合格を目指します。

三梨 伸

立体表現
立体造形の基本となる立体感の把握、素材を生かした質感表
現、空間を意識した量感などを養い、構成力や造形力を身につ
けて独自性の高い作品を目指します。

指導スタッフ

デザイン工芸紹介 細密デッサン デッサンレクチャー 細密着彩 彫刻専攻合同塑造ゼミ 細密模刻 工芸素材演習

デモスト見学 DAY粘土クロッキー 東京芸大工芸科公開実技模試図法レクチャー朝クロッキー個人面談塾生作品展

授業作品

鉛筆写生　11h　木炭紙大サイズ
手前に迫る腕、脇腹に溜まる陰影を見事に捉えた存在感のある
作品です。像の大きさを伝えるには空間を意識することが鍵とな
ります。奥行き、回り込み、反射光などの目に飛び込んでこない
箇所を理解して描けています。

平面表現　9h　 B3サイズ
「植物」「動物」「水」を想定し、任意の A・B・C面で画面を構
成する課題です。草に留まるクローズアップされた青カエルを主
役とし背景に水場を想定した作品です。課題の制約を上手に使
い、臨場感のある目を引く作品になっています。

立体表現　「ニンニク、貫通する穴を有する形態」　9h　水粘土
ぐらぐらと揺れる形態の上から転げ落ちそうなニンニクに思わず
手が伸びてしまいそうな作品です。穴の配置や形状を吟味しな
がらアクセントをつけて条件を生かした構成が目を引きつけます。

鉛筆写生　11h　木炭紙大サイズ
観ること、探ること、疑うこと。描いた結果、モチーフの印象に近
づいているか否かを判断する冷静な視野が必要です。全体像を
確立させるために、降り注ぐ光を捉え一つの塊の中に見える凹凸
や表情を追いかけ、確認しながら完成させることができています。

平面表現　9h 　B3サイズ
「風」をテーマに透明スズランテープ（任意の色に設定）、セロリ、
紙風船をモチーフとした構成課題です。左下からの光と風が呼
応しながらピンク色のテープが紙風船とセロリに浮遊感と動きを
与えた作品です。

立体表現　テーマ「固定」、「コリンキー」　9h　水粘土
コリンキーにがっちりと脚を絡め、さらに吸盤で固定している設定
です。動きの中にテーマを感じさせる憎い演出からは作者の制
作することを楽しむ姿勢がうかがえます。

鉛筆写生　11h　木炭紙大サイズ
目の前の像に向き合い鉛筆を運ぶ。同じ鉛筆なのに多彩な表
現があることを知り、描き分けることで自身が見たもの、感じたこ
とを他者に伝えることが可能であることを理解する。作者にとっ
て一歩先に進むきっかけとなった 1枚です。

平面表現　10h 　B3サイズ
トマト、デベラカレイ、長ネギと丸、三角、四角の形態から二つ選
び、任意の質感を与える構成課題です。逆三角形の波模様ガラ
スを中心に配置して、その揺らぐ透明感を利用しながら緑と赤の
補色対比と陰影を強く打ち出した作品です。

立体表現　テーマ「リズム」、「落花生」　11h　水粘土
落花生のようなフォルムを有する形態のさまざまな場所からニョ
キニョキと生まれてくるような楽しい作品です。サークル状の構造
に、軽やかな動きを演出した表情豊かな構成が魅力です。

授業作品 授業で制作した入試対策課題です
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私は高校2年生の時から通い始めました。遠方に住んでいるため週に1日しか受講
できず、経験不足ではないかと不安でしたが、先生方の手厚いサポートのおかげで
集中して勉学に励むことができました。また、高校3年生では通信講座も受講して、1
枚1枚しっかりと描くことができたので、成長を実感することができました。美術研究
所の多くのサポートにより、集中して取り組むことができたからこそ、受験で成功でき
たのだと思います。

私は現役の時はムサタマどちらも補欠にも引っかからなかったのですが、自分のどう
いう点が技術的に悪いかさえよく分からない状態でした。春から河合の本科に入って、
それまで知らなかった構成や色の組み合わせなどたくさんのことを教えてもらい、ここ
まで来れたと思います！ また、友達ができるので励ましあって腐らず頑張れると思いま
す！ ありがとう河合～～！

夏期講習から参加し、当時ほかの予備校の生徒だった私は、アドバイスの的確さとま
わりのレベルの高さに刺激を受け、河合塾に入ることを決めました。入学した9月か
ら本番と同じ時間で練習していたおかげで、タマグラのデッサンでは前半の2時間半
でほぼ終わらせることができました。時間配分が重要なデザイン入試なので、ご検
討の方は是非教室に時計がたくさん置いてある河合塾に来てみて下さい。

僕は多摩グラを第一志望に対策していたのですが、色彩・デッサン共に勉強になった
ことばかりで、河合塾の先生方には感謝しかありません。特に色彩課題で苦手だった
色使いについてのアドバイスや、工夫したほうがいいことについて教えてもらい、色使
いに自信が持てたことがよかったです。現役で合格できたこと、第一志望に合格でき
たこと、とても嬉しいです。本当にありがとうございました！

小金丸 愛 さん
多摩美術大学 グラフィックデザイン学科
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科・
基礎デザイン学科  現役合格
茨城・県立古河中等教育学校

北村 桃子 さん
多摩美術大学 グラフィックデザイン学科・情報デザイン学科
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科・デザイン情報学科・
基礎デザイン学科 合格
神奈川・捜真女学校高等学部

田中 美月姫 さん
多摩美術大学 グラフィックデザイン学科・情報デザイン学科
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科・
デザイン情報学科・基礎デザイン学科 現役合格
東京・都立片倉高校

檀上 恋 さん

多摩美術大学 グラフィックデザイン学科
学校推薦型選抜 現役合格

東京・都立総合芸術高校

今野剛秀

林 花衣 南 遼太 北村 桃子

秦野太一大嶋捷太

大作 涼

本科、６日専科、３日専科、土曜専科の授業日程や学習状況に合わせて作成しています年間カリキュラム

直
前
講
習

観察力、発想力、構成力、技術力の土台づくり

1学期 2学期 3学期
入試を知る、現在を見つめる
基礎をつくる、経験を深める

明確な意識を持ち
入試へ進んでいく

的確な対策課題で
合格する力をつける

観察力、発想力、構成力、技術力の向上をめざす

• 個人面談
• 基礎力養成課題
• 演習課題（基礎篇）
• 各種実技レクチャー
• 多摩美大公開実技＋学科模試（８月下旬実施予定）

• 個人面談
• 三者面談
• 応用力養成課題
• 演習課題（発展）
• 各種実技レクチャー

• 個人面談
• 多摩美大対策
• 武蔵野美大対策
• その他私立併願対策

3学期は 1月中旬で終了します。

夏
期
講
習

春
期
講
習

冬
期
講
習

• 塾生作品展
• 塾内実技コンクール
• 総合型・学校推薦型
  選抜対策

• デザイン工芸紹介
• 全体保護者会

「観察・表現」を伸ばす、「知識・体験」を広げるなどの多彩な授業を行い、入試課題につなげますピックアップ授業

主要対策学科： 武蔵野美術大学視覚伝達デザイン、基礎デザイン、デザイン情報
多摩美術大学グラフィックデザイン、情報デザイン、統合デザイン

私大VDコース

武蔵野美大、多摩美大の平面、視覚系学科を目指す方を対象としたコースです。「観察
力」「発想力」「表現力」を伸ばすための幅広い授業を展開します。デッサンでは、基
礎形態のとらえ方から複雑な形態の理解へと発展させ、色彩構成では、色彩の調和、形
の改良と発展、構図のバリエーションを軸とした「講義」と「実践」を交えたカリキュラ
ムで合格を目指します。

手のデッサン
主に多摩美大では手をモチーフとしたデッサンが頻出されてい
ます。骨格や構造の講義、講師によるデモンストレーションを交
えて、入試で必要とされる高いレベルの表現を目指します。

色彩構成
武蔵野美大、多摩美大ともに多くの学科の入試試験にある色
彩構成。多摩美大では５時間、武蔵野美大では３時間の試験
での完成を目指し、基礎カリキュラムからスタートし、入試までに
対応力を身につけます。

静物デッサン
主に武蔵美大視覚伝達デザイン学科で出題される静物をモ
チーフとしたデッサンです。基礎形態（直方体、円柱など）か
ら徐 に々複雑な形態の理解へと移行し、さらに様 な々素材表現
にチャレンジします。

指導スタッフ

11h B3 

シンボルデザイン

コラージュ課題 グラフィックアート ことわざロゴデザイン 多摩美グラフ推薦対策 アルファベットポスター 武蔵美視デ模試

色彩ゼミ カレンダーデザイン 多摩美グラフ模試 ブックカバーデザイン 構成トレーニング

授業作品 授業で制作した入試対策課題です
＊武蔵野美大視覚伝達デザイン、多摩美大グラフィックデザイン以外の対策も行います

5h　B3　裁縫をする両手

左から

迫力のある構図で力強く手
を描写しています。手と布の
質感の違いも描き分けてい
ます。

奥から手前に伸びてくる手
によって空間を表し、シワや
腱、関節などの描写も際
立っています。

上から

複雑な形の牛骨、手間のかかる布のストライプや
タイヤの溝も、集中力を持って描ききっています。

モチーフの特徴をよく観察し、素材の違いを描き分
けています。形も正確に取れています。

手のデッサン
多摩美大
グラフィックデザイン

武蔵野美大
視覚伝達デザイン

色彩構成
多摩美大
グラフィックデザイン

5h　B3　食べ物と「Autumn」で食欲の秋

色彩構成 5h B3 しつけ糸で「空気」を表現
タイトル「じっとり肌に絡みつく夏の熱気」

5h　B3　Tシャツを畳む両手

5h　B3　家電をモチーフに「Life」

色彩構成 5h B3 文字とミラーシートで「匂い」を表現
タイトル「鼻奥をツンとさせ私を驚かす金柑の匂い」

色彩構成
武蔵野美大
視覚伝達デザイン

８h B3

静物デッサン

左から

彩度の高い色彩で柑橘系
の味覚を表しています。豊か
な実りを感じる美しい作品
です。

家電を配線のみで表現する
アイデアが秀逸です。赤青
緑の電気を表すラインも美
しく滑らかです。

テーマに対して
絵とタイトルで答えます。

左から

「絡みつく」を形で、
「熱気」を赤色で
表現しています。

「ツンとさせ」「驚く」
様子がストレートに
伝わります。
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私は河合塾に高3のはじめに入塾しました。デッサンも色彩も初めての経験で他の
子達よりも遅いスタートでしたが先生たちの丁寧な指導で直ぐに成長したと実感しま
した。河合塾で出会った友達とも切磋琢磨して成長することが出来て、塾に来ること
がとても楽しかったです。途中で悩むこともありましたが優しく、厳しい先生方の指導
がとても力になりました。短い期間でしたがとても良い時間だったと思えました。河
合塾で良かったです。

基礎科、専科、本科と3年近く本当にお世話になりました。SD・IDコースは先生方と
生徒との距離をとても近く感じることができ、一人一人にあった課題を作っていただけ
たり、講評もとても丁寧で、どこの塾より親身になって教えていただけると思います。
浪人した私は分野やコースを超えて沢山の先生方に支えられ、自分自身も飛躍できた
1年でした。鉛筆の削り方も何もかも分からない私を合格まで導いて下さり本当にあり
がとうございました。河合塾を選んで本当に、本っ当に良かったです。だいすき!!!!!!!!

高校3年生から通い始めましたが学年問わずみんなが仲良い河合塾で頑張れてよ
かったです。励ましあったり高め合える仲間に出会えたこと、親身になって教えてくれ
た先生方に心から感謝しています。今努力していることは必ず意味があると思います。
最後まで自分の可能性を信じて頑張ってください！！ 応援しています！

私は河合塾に2学期からお世話になりました。それから初めてプロダクトの平面など
描いたので短い間の対策でしたが、人数が少ないのもあり親身になって教えてくだ
さって、合格レベルまで成長することができました。みんなも優しくて話してて楽しい人
が多くて、苦痛にならずに通えました。私的にはガツガツしてなくておだやかなので
他のどこより好きでした。先生方ありがとうございました。大学でもがんばります。

長谷川 愛海 さん

武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科 現役合格

東京・都立石神井高校

渡辺 理子 さん

武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科 総合型選抜 合格

東京・都立杉並総合高校

石川 琴葉 さん

多摩美術大学 生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻
学校推薦型選抜 現役合格
東京・拓殖大学第一高校

塩野 理沙子 さん
多摩美術大学 生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻・
統合デザイン学科
武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科 現役合格
東京・吉祥女子高校

色彩構成　11h　B3　
多摩美術大学プロダクトデザイン対策にて、高校生が描いた作
品です。「紙」からイメージを展開し、プロダクツと絡めて魅力的
な画面に仕上げました。色彩感覚と表現力、日頃の観察力が伺
える秀作です。

空間構成デッサン　11h　B3

立体構成　11h　台紙 B3推薦型選抜再現　3h　B3静物デッサン　11h　B3

卓上構成デッサン　5h　B3 卓上構成デッサン　11h　B3

長谷川依与 笠井ゆうか

岡野源人木村謙吾

色彩構成　５h　B3　
多摩美術大学劇場美術デザイン対策にて、高校生が描いた作
品です。文章を読んでイメージした情景が、独自の視点で個性
的で美しく描かれています。出題条件でもある「光」の印象も
巧みに表現しています。

色彩構成　11h　B3　
夏期講習中の武蔵野美大空間演出デザイン対策の作品です。
配布した風鈴と蚊取線香の形態的、材質的な特徴を捉え、個性
ある魅力的な画面に仕上げました。

年間カリキュラム

直
前
講
習

観察力、発想力、構成力、技術力の土台づくり

1学期 2学期 3学期
入試を知る、現在を見つめる
基礎をつくる、経験を深める

明確な意識を持ち
入試へ進んでいく

的確な対策課題で
合格する力をつける

観察力、発想力、構成力、技術力の向上をめざす

• 個人面談
• 基礎力養成課題
• 演習課題（基礎篇）
• 各種実技レクチャー
• 他専攻合同ゼミ

• 個人面談
• 三者面談
• 応用力養成課題
• 演習課題（発展）
• 各種実技レクチャー

• 個人面談
• 入試実践課題
• 入試シュミレーション

3学期は 1月中旬で終了します。

夏
期
講
習

春
期
講
習

冬
期
講
習

• 塾生作品展
• 塾内実技コンクール
• 総合型 /推薦入試対策
• 面接練習

• デザイン工芸紹介
• 全体保護者会
• 卒業生紹介

ピックアップ授業

主要対策学科： 武蔵野美術大学 工芸工業デザイン、空間演出デザイン
多摩美術大学 生産デザイン （プロダクト、テキスタイル）、環境デザイン、演劇舞踊デザイン （劇場美術デザイン）、工芸 など

私大 IDSDコース

武蔵野美大、多摩美大の立体・空間系学科の入試対策を中心に、その多様な出題に対応し得る「観
察力」「発想力」「表現力」を、確かな実績に裏付けられた独自のカリキュラムを通して段階的に養
います。デッサンでは、モノの構造を観察と理論の二極面から学び、個性を活かしながら幅広い表現
へと展開していきます。色彩構成では、個々の持つ色彩感覚や発想における感性を引き出しながら、
理論と技法の習得及び日々の経験の積み重ねから受験に対応する表現へと展開していきます。

色彩構成
立体・空間系の多くの学科で出題される色
彩を用いたデザイン課題の対策です。独自
の世界観を追求し、共通する基礎的な項目
から様々な学科の入試に特化した実践的な
対策へと段階的に学んでいきます。

静物デッサン
主に立体系の学科で出題される静物デッサ
ンの対策を行います。モチーフの情報を的
確に捉える観察力の強化と図法的な理解を
深め、入試で求められる高い次元での完成
度を目指します。

空間構成デッサン
多摩美大環境デザイン学科で出題される
デッサンの対策です。指定のモチーフを想
像で複数用いて立体構成した状況を描きま
す。想像で画ける図法的な理解力と、空間的
な構成力、それらを自然に描く表現力を総合
的に鍛えていきます。

卓上構成デッサン
手や花、比較的小さなモチーフや想定物など
を、卓上にてデッサンします。モチーフの特性
を活かし、独自のテーマを展開して表現します。
基礎的なデッサン力と構成力を強化しながら、
個性豊かな表現を目指します。

指導スタッフ 授業作品

左から

夏期講習の多摩美大環境デザイン学
科の対策にて、モチーフのキャンバス枠
を想像で立体構成して描いています。
対策を始めて数枚目なので多少粗削り
ではありますが、構成・描写力とも秀悦
で今後更なる成長が楽しみな作品です。

高校生の作品です。モチーフの特徴を
活かした豊かな空間が表現されていま
す。モチーフの形状が正確に違和感な
く描かれ、完成度が高い作品に仕上
がっています。

多摩美大プロダクトの対策で、高校生
が描いた作品です。手以外は想定で
描いていますが、それぞれの特徴がリ
アルに表現されており、作者の日頃の
観察や興味の強さが伺える素晴らしい
作品です。

左から
　
1学期に描いたオーソドックスな静物
デッサンです。ひとつひとつのモチーフ
が的確に描かれていることはもちろん、
それらの関係性が明快に表現された
すばらしい作品です。

多摩美大プロダクト推薦型選抜で高校
生が描いた再現作品です。3時間とい
う短い試験時間ですが、入試の枠に留
まらず、一枚の絵画としても十分見応え
のある大変素晴らしい作品に仕上がっ
ています。

多摩美大環境デザインの推薦対策で
作った立体です。まだ対策を始めて2
作品目ですが、360°どこから見ても美
しく洗練されたフォルムと絶妙なバラン
ス、構造の堅牢さには驚くばかりです。

授業で制作した入試対策課題です
＊ 一部合格者再現作品も含みます

本科、６日専科、３日専科、土曜専科の授業日程や学習状況に合わせて作成しています

「観察・表現」を伸ばす、「知識・体験」を広げるなどの多彩な授業を行い、入試課題につなげます

活躍中の卒業生紹介 デッサンレクチャー 写真模写 デザイン工芸紹介 細密デッサン 参考作品模写

図法レクチャー 塾生作品展 自画像推薦・総合型試験対策 パース強化課題




