
● 講師
東京芸大大学院デザイン修
愛知芸大デザイン卒
愛知芸大デザイン在籍
愛知芸大デザイン在籍
愛知芸大大学院デザイン在籍
金沢美大環境デザイン在籍
東京芸大デザイン在籍

安藤 剛紫
安藤 良輔
飯島 秀彦
大無田 拓海
大沼 真奈美
大山 真実
岡本 竜青

愛知芸大デザイン在籍
東京芸大工芸在籍
東京芸大博士課程工芸修
名古屋造形大デザイン卒
東京芸大デザイン在籍
愛知芸大大学院デザイン修
東京芸大大学院デザイン修

奥村 未奈
小栗 佑果
加藤 佑一
川本 光成
黒宮 成美
小西 祐矢
佐藤 誠高

愛知芸大デザイン在籍
愛知芸大デザイン在籍
名古屋造形大デザイン卒
東京芸大デザイン在籍
愛知芸大大学院陶磁在籍
東京芸大大学院工芸修
東京芸大大学院工芸修

覚井 彩恵
竹島 萌
田邉 沢子
中川 未子
中嶋 草太
濱野 佑樹
樋口 拓

金沢美大環境デザイン在籍
愛知芸大デザイン在籍
愛知芸大陶磁在籍
東京芸大デザイン在籍
多摩美大グラフィックデザイン卒
東京芸大大学院工芸修
東京芸大デザイン在籍

巻野 晃也
松本 晴子
森重 沙佑莉
籔 杏奈
山本 真梨子
若林 速人
渡邉 千晶

● チューター
愛知芸大デザイン在籍
名古屋造形大建築デザイン卒
愛知芸大デザイン在籍
愛知教育大大学院美術分野修

大島 幸也
近藤 康太
内藤 小有里
山田 貴文

本科 日曜専科平日専科

● 入塾ガイダンス
● 第１回全統共通テスト模試
● 全体保護者会（動画配信）

● 保護者会（三者面談）
● 塾生作品展
● 大学入学共通テスト出願
● 東京芸大デザイン科公開実技模試（新宿校で実施）
● 第３回全統共通テスト模試
● 東京芸大工芸科公開実技模試（新宿校で実施）
● 愛知芸大デザイン公開実技模試
● 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

● デザイン・工芸分野紹介
● デザイン・工芸合同課題
● デザイン・工芸クラス分け
● 制作道具・素材の扱い方
● デッサン基礎・基本
● 色彩構成基礎・基本

［基礎・基本］
～観察力と基本表現力の育成～

● デザイン・工芸分野紹介
● デザイン・工芸合同課題
● デザイン・工芸クラス分け
● 制作道具・素材の扱い方
● 基本からのデッサン
● 基本からの色彩構成

［基礎・基本］
～基本知識の習得と観察力の育成～

● デッサン強化
● 色彩構成強化
● 立体構成強化
● 表現力強化（リサーチ）
● クラス内実技コンクール
● 公開実技模試

［発展・応用・実践］
～観察力の強化と表現力の育成～

● デッサン強化
● 色彩構成強化
● 立体構成強化
● 表現力強化（リサーチ）
● クラス内実技コンクール
● 公開実技模試

● 立体構成基礎・基本
● ゼミ（図法、色彩、立体・空間）
● 表現力研究（リサーチ）
● 志望校・専攻別対策
● 他専攻合同課題
● 校外授業（美術館見学など）

● 基本からの立体構成
● ゼミ（図法、色彩、立体・空間）
● 表現力研究（リサーチ）
● 志望校・専攻別対策
● 大学紹介
※日曜専科は自宅課題があります

● 志望校・専攻別対策
● 学校推薦型選抜対策（個別指導）
● ゼミ・演習
● 自由制作（塾生作品展）
※日曜専科は自宅課題があります

● 志望校・専攻別対策
● 学校推薦型選抜対策（個別指導）
● 他専攻合同課題
● ゼミ・演習
● 自由制作（塾生作品展）
● 校外授業（大学・美術館見学）

［発展・応用・実践］
～観察力と表現力の強化・探究～

［志望校別対策］
～対応力を身につけ、完成度を高める～
入試に向けて、それぞれの志望大学に応じた課題の対策を行います。入試本番を間近に控え実践力を強化します。

スライドや作品を使い、デザイン・工芸をより詳
しく知る授業です。実演や制作体験もあります！

デザイン・工芸分野紹介
野外活動や美術館などの鑑賞を通して、普段の制
作と違った見識を広げ、感性を磨く授業です。

校外授業
入試本番さながらに実施されます。実力の確認や
以後の目標を定める基点にしていきます。

公開実技模試

観察の仕方と鉛筆で描く技術を学びます。すべて
の制作の基本になる感覚を磨きましょう。

デッサン
絵具の扱い方を知り、イメージを表現し伝達する
ことの楽しさを大切に制作していきます。

色彩構成
粘土・紙など素材の特徴や扱い方を知り、立体・
空間的に魅力ある作品をめざします。

立体構成

設置クラス
高卒生

高３生・高卒生

高３生・高卒生（遠方から通塾）

本 　 　 科
平 日 専 科
日 曜 専 科 

月曜～金曜
月曜～金曜
日曜

  9：30～16：30
17：30～20：30
  9：30～18：00

デザイン・工芸専攻

（2022年12月現在・50音順）

指導スタッフ ベテラン講師から現役大学生講師まで、それぞれに経験を積んだ講師がたくさん！
さまざまな志望に対応した指導をしています。

更なる高みをめざそう。
一人ひとりの夢を叶えるために、より高いステージへ強力に
サポートします。経験や実績を積む各専門分野の優秀な講師
陣による指導や徹底分析した豊富なカリキュラム。将来の目
標や志望校に合わせた適切なアドバイスによる高い実技レベ
ルの習得や、伸びやかに制作に打ち込める実技環境が得られ
るなど、志望校合格を確実にするための万全な態勢がここに
はあります。
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るなど、志望校合格を確実にするための万全な態勢がここに
はあります。
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2. 七転び八起きをテーマに制作した課題です。貼った絆創膏の数だけ失敗や挫折があ
ると同時にそれは立ち上がった回数でもあります。可愛いらしくも目標に向かう意
志の強さを色彩と表現の対比を使いドキッ！とさせてきます。[10h・B３・色彩構成］

1. 実像と虚像の世界をつなぐ空間の組み立てと配置バランス、力強い描写により独自の世界
をつくり上げています。曇りの間から覗く強い眼差しにより、一瞬にして作者の織りなす
世界に引き込むセンスは見事としか言いようがありません。［11h・木炭紙大・デッサン］

4. 複雑になるほど、全体を理解する難易度は上がりますが、作
者は客観視を心がけ自身が感じたモチーフの美しさや魅力に
迫る仕事に努めています。［16.5h・芸大サイズ・デッサン］

6. 平面から立体が生まれてくる様子を表現しています。この瞬間の前後も想像してしまう映像的な印象が魅力です。平
面部分は隙間がつくるコントラストの強い光陰の対比が、立体部分は曲面がつくるグラデーションの光陰の美しさが
あります。盤面全体の使い方もこの世界の広がりを感じさせます。［９h・立体構成］

7. 屋根にある出窓に着目し、真夏の強い光を使ったストライ
プを基調とした図形によるグラフィック表現は作者の豊か
な技術力を感じさせます。［８h・B３・色彩構成］

5. 孤を描くように配された構図は造花と荒縄のしなやかに曲がる有機的なフォルムが美しく複雑に絡め合ってできてい
ます。画面左右の表現は中央の澄んだ空気感に対して妖艶さを演出し、この造花の内に秘めた魅力を演出することで
作品に多重なイメージや深みを出すことに成功しています。[10h・B３・色彩構成］

デザイン・工芸  本科　デザインコース
［デザインコース］ 将来デザインの分野で仕事をしていきたいと考えている人達のコースです。デザイン志望者の中で特に人気の高い東京芸術
大学、愛知県立芸術大学、金沢美術工芸大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学の対策を主に行います。観察に基づく基礎造形力を身につけ、豊
かな感性を磨きます。

デザイン・工芸本科は、将来デザインや工芸の分野で活動していくために芸大・美大に進学したい高卒生のための昼間１日６時間クラスです。
● １学期初めは全員で造形の基礎課題をデッサン・色彩・立体と行い、デザイン・工芸に関する各種レクチャーと体験を通して、各自の志望を
固めていきます。５月くらいから将来と大学の志望動向でクラスが分かれます。

● ２学期では塾生作品展を行います。表現力の幅や個性を磨きながら、各種実技模試を行い大学入試に向け対応力を身につけていきます。
● ３学期および入試直前期は、各自の入試内容と日程を検討、考慮し、個別の受験対策を行います。

▲  １学期、２学期には基礎力養成や志望別入試対策など、さまざまな内容の『土曜ゼミ』が開講されます。目的に合わせて授業と組み合わせる
ことにより、実技の補強ができます。

合格者からのメッセージ

岡本 竜青さん
デザイン・工芸本科
東邦高校出身

東京芸術大学 デザイン科

河合塾の先生方は講評会で良い点はもちろ
ん改善すべき点を分かりやすく教えてくだ
さり本当に助かりました。浪人の期間は辛
かったですが、周りの人達の支えで楽しく
受験対策ができ、これからも忘れることの
ない時間になりそうです。

合
格

柳生 あすかさん
デザイン・工芸本科
名古屋南高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

良かったことは周りとの比較の中で自分の
長所や短所を見つけられたことだと思いま
す。同じ進路をめざす友達と切磋琢磨しな
がら作品をつくることに集中できたのはこ
れから先につながるかけがえのない経験だ
と思います。

合
格

鈴木 美玖さん
デザイン・工芸本科
岡崎西高校出身

金沢美術工芸大学 環境デザイン専攻
名古屋芸術大学 デザイン領域

受験では自分の好き・得意を表現すること
が大切です。考えるより手を動かすことで
たくさんの発見、新しい自分と出会うこと
ができました。悩むこともたくさんあるけ
ど悩むより行動すべきだと強く思います。

合
格

3. 作者は常に優雅な空間づくりを提示して
くれます。時にはファインダーに収まら
ないくらいカメラマン泣かせのスケール
感。軸がブレずにひねりを効かせた美し
くも力強い大技をいとも簡単に使いこな
しています。［５h・立体構成］
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2. 七転び八起きをテーマに制作した課題です。貼った絆創膏の数だけ失敗や挫折があ
ると同時にそれは立ち上がった回数でもあります。可愛いらしくも目標に向かう意
志の強さを色彩と表現の対比を使いドキッ！とさせてきます。[10h・B３・色彩構成］

1. 実像と虚像の世界をつなぐ空間の組み立てと配置バランス、力強い描写により独自の世界
をつくり上げています。曇りの間から覗く強い眼差しにより、一瞬にして作者の織りなす
世界に引き込むセンスは見事としか言いようがありません。［11h・木炭紙大・デッサン］

4. 複雑になるほど、全体を理解する難易度は上がりますが、作
者は客観視を心がけ自身が感じたモチーフの美しさや魅力に
迫る仕事に努めています。［16.5h・芸大サイズ・デッサン］

6. 平面から立体が生まれてくる様子を表現しています。この瞬間の前後も想像してしまう映像的な印象が魅力です。平
面部分は隙間がつくるコントラストの強い光陰の対比が、立体部分は曲面がつくるグラデーションの光陰の美しさが
あります。盤面全体の使い方もこの世界の広がりを感じさせます。［９h・立体構成］

7. 屋根にある出窓に着目し、真夏の強い光を使ったストライ
プを基調とした図形によるグラフィック表現は作者の豊か
な技術力を感じさせます。［８h・B３・色彩構成］

5. 孤を描くように配された構図は造花と荒縄のしなやかに曲がる有機的なフォルムが美しく複雑に絡め合ってできてい
ます。画面左右の表現は中央の澄んだ空気感に対して妖艶さを演出し、この造花の内に秘めた魅力を演出することで
作品に多重なイメージや深みを出すことに成功しています。[10h・B３・色彩構成］

デザイン・工芸  本科　デザインコース
［デザインコース］ 将来デザインの分野で仕事をしていきたいと考えている人達のコースです。デザイン志望者の中で特に人気の高い東京芸術
大学、愛知県立芸術大学、金沢美術工芸大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学の対策を主に行います。観察に基づく基礎造形力を身につけ、豊
かな感性を磨きます。

デザイン・工芸本科は、将来デザインや工芸の分野で活動していくために芸大・美大に進学したい高卒生のための昼間１日６時間クラスです。
● １学期初めは全員で造形の基礎課題をデッサン・色彩・立体と行い、デザイン・工芸に関する各種レクチャーと体験を通して、各自の志望を
固めていきます。５月くらいから将来と大学の志望動向でクラスが分かれます。

● ２学期では塾生作品展を行います。表現力の幅や個性を磨きながら、各種実技模試を行い大学入試に向け対応力を身につけていきます。
● ３学期および入試直前期は、各自の入試内容と日程を検討、考慮し、個別の受験対策を行います。

▲  １学期、２学期には基礎力養成や志望別入試対策など、さまざまな内容の『土曜ゼミ』が開講されます。目的に合わせて授業と組み合わせる
ことにより、実技の補強ができます。

合格者からのメッセージ

岡本 竜青さん
デザイン・工芸本科
東邦高校出身

東京芸術大学 デザイン科

河合塾の先生方は講評会で良い点はもちろ
ん改善すべき点を分かりやすく教えてくだ
さり本当に助かりました。浪人の期間は辛
かったですが、周りの人達の支えで楽しく
受験対策ができ、これからも忘れることの
ない時間になりそうです。

合
格

柳生 あすかさん
デザイン・工芸本科
名古屋南高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

良かったことは周りとの比較の中で自分の
長所や短所を見つけられたことだと思いま
す。同じ進路をめざす友達と切磋琢磨しな
がら作品をつくることに集中できたのはこ
れから先につながるかけがえのない経験だ
と思います。

合
格

鈴木 美玖さん
デザイン・工芸本科
岡崎西高校出身

金沢美術工芸大学 環境デザイン専攻
名古屋芸術大学 デザイン領域

受験では自分の好き・得意を表現すること
が大切です。考えるより手を動かすことで
たくさんの発見、新しい自分と出会うこと
ができました。悩むこともたくさんあるけ
ど悩むより行動すべきだと強く思います。

合
格

3. 作者は常に優雅な空間づくりを提示して
くれます。時にはファインダーに収まら
ないくらいカメラマン泣かせのスケール
感。軸がブレずにひねりを効かせた美し
くも力強い大技をいとも簡単に使いこな
しています。［５h・立体構成］
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合格者からのメッセージ

覚井 彩恵さん
デザイン・工芸本科
愛知総合工科高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

講師の方々は親身に話を聞いてくださり安
心して受験対策に取り組むことができま
す。真剣に制作している人に対し同じ熱量
で作品のことを一緒に考えてくれます。自
分のことのように助けてくれたからこそ合
格できたと感じています。

合
格

中西 春乃さん
デザイン・工芸本科
伊勢高校出身

多摩美術大学 グラフィックデザイン学科
女子美術大学 メディア表現領域

自分と同じ目標に向かう人達がいて不思議
と安心感があり、何より自分の好きなこと
がやれる時間が楽しかったです。受験対策
だけでなく自分のやりたいことや得意なこ
とを見つけられる機会でもあるので楽しみ
つつ活動してほしいです。

合
格

浜田 祐志朗さん
デザイン・工芸本科
加納高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

河合塾のいいところは、すごく熱気がある
ことだと思います。仲間達は毎日真剣に課
題に取り組んでいるので自然とつられて頑
張れますし、気づかないうちに努力できる
場所なので自分にとってはすごく良い環境
でした。

合
格

1. 与えられた素材をじっくりと観察した成果が出ています。黄色い紙テープをインクと
見立て、ペン先へ浸透するように反射光を巧みに使っています。素材それぞれの役割
がとても明快でダイナミックな形だしができました。［４h・立体構成］

2. モリエール像の構造、量感などの印象をしっかり把握しながら、細部まで表情豊かに
描き切れている作品です。それは作者の常に物事の本質をつかもうとする真摯な気持
ちと探究心の表れでもあります。[７h・芸大サイズ・デッサン］

5. 逆光設定を生かして、光を丁寧にとらえています。素材の質や色幅を増やすのが苦手
な作者でしたが、対象物とじっくり向き合うことでさまざまな深度の重要性をつかみ
取ったようです。試行錯誤しながら楽しんで習得できました。［12h・A２・デッサン］

4. それぞれのモチーフの特徴と関係を生かしながらスプレーマムの美しさをメインに引
き出しています。画面構成の構造設計と見所をたくさんつくる工夫からは作者の力量
と制作しているときの楽しさが伝わってきます。[7.5h・B３・色彩構成］

3. ポップでスポーティーでガーリーでヴィヴィッドな楽しいモチーフをモノクロームの
デッサンで素敵に表現してくれました。それぞれの質の描き分けやモチーフに対する
好奇心が作品を豊かにしています。[17h・芸大サイズ・デッサン］

7.「旅」をテーマとした本の表紙を制作しました。山間
と車の対比が印象的です。どこに向かうのでしょう
か？想像が膨らみます。［9.5h・B３・色彩構成］

8. 食虫植物をモチーフとして、植物に欠かせない光を
使って演出をしています。画面の白を生かし、力強く
生命感のある作品となりました。［４h・B３・色彩構成］

6. 植栽のある屋根から着想を得て、特徴的な景色を作者
なりの視点から画面に起こしました。屋根の稜線を使
い、空間を表現しています。［８h・B３・色彩構成］

9. 何故に湯呑みの湯気からミケランジェロ？彼は日本にどのよ
うな想いを馳せているのか。彫刻専攻との合同課題でいつも
と違う感性が磨かれました。[17h・立体構成］

10.「あえて描かない」ことを選択し、余白に意味を持たせています。画面の半分以上を描かないことはとても勇気が
必要ですが、作者の大胆さと緻密な計算により画面内に鋭い対比が生まれ、描くこと以上の効果をもたらし想像
の余地を与えています。［ 11h・A２・デッサン］
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合格者からのメッセージ

覚井 彩恵さん
デザイン・工芸本科
愛知総合工科高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

講師の方々は親身に話を聞いてくださり安
心して受験対策に取り組むことができま
す。真剣に制作している人に対し同じ熱量
で作品のことを一緒に考えてくれます。自
分のことのように助けてくれたからこそ合
格できたと感じています。

合
格

中西 春乃さん
デザイン・工芸本科
伊勢高校出身

多摩美術大学 グラフィックデザイン学科
女子美術大学 メディア表現領域

自分と同じ目標に向かう人達がいて不思議
と安心感があり、何より自分の好きなこと
がやれる時間が楽しかったです。受験対策
だけでなく自分のやりたいことや得意なこ
とを見つけられる機会でもあるので楽しみ
つつ活動してほしいです。

合
格

浜田 祐志朗さん
デザイン・工芸本科
加納高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

河合塾のいいところは、すごく熱気がある
ことだと思います。仲間達は毎日真剣に課
題に取り組んでいるので自然とつられて頑
張れますし、気づかないうちに努力できる
場所なので自分にとってはすごく良い環境
でした。

合
格

1. 与えられた素材をじっくりと観察した成果が出ています。黄色い紙テープをインクと
見立て、ペン先へ浸透するように反射光を巧みに使っています。素材それぞれの役割
がとても明快でダイナミックな形だしができました。［４h・立体構成］

2. モリエール像の構造、量感などの印象をしっかり把握しながら、細部まで表情豊かに
描き切れている作品です。それは作者の常に物事の本質をつかもうとする真摯な気持
ちと探究心の表れでもあります。[７h・芸大サイズ・デッサン］

5. 逆光設定を生かして、光を丁寧にとらえています。素材の質や色幅を増やすのが苦手
な作者でしたが、対象物とじっくり向き合うことでさまざまな深度の重要性をつかみ
取ったようです。試行錯誤しながら楽しんで習得できました。［12h・A２・デッサン］

4. それぞれのモチーフの特徴と関係を生かしながらスプレーマムの美しさをメインに引
き出しています。画面構成の構造設計と見所をたくさんつくる工夫からは作者の力量
と制作しているときの楽しさが伝わってきます。[7.5h・B３・色彩構成］

3. ポップでスポーティーでガーリーでヴィヴィッドな楽しいモチーフをモノクロームの
デッサンで素敵に表現してくれました。それぞれの質の描き分けやモチーフに対する
好奇心が作品を豊かにしています。[17h・芸大サイズ・デッサン］

7.「旅」をテーマとした本の表紙を制作しました。山間
と車の対比が印象的です。どこに向かうのでしょう
か？想像が膨らみます。［9.5h・B３・色彩構成］

8. 食虫植物をモチーフとして、植物に欠かせない光を
使って演出をしています。画面の白を生かし、力強く
生命感のある作品となりました。［４h・B３・色彩構成］

6. 植栽のある屋根から着想を得て、特徴的な景色を作者
なりの視点から画面に起こしました。屋根の稜線を使
い、空間を表現しています。［８h・B３・色彩構成］

9. 何故に湯呑みの湯気からミケランジェロ？彼は日本にどのよ
うな想いを馳せているのか。彫刻専攻との合同課題でいつも
と違う感性が磨かれました。[17h・立体構成］

10.「あえて描かない」ことを選択し、余白に意味を持たせています。画面の半分以上を描かないことはとても勇気が
必要ですが、作者の大胆さと緻密な計算により画面内に鋭い対比が生まれ、描くこと以上の効果をもたらし想像
の余地を与えています。［ 11h・A２・デッサン］
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合格者からのメッセージ

宮内 麻奈加さん
デザイン・工芸本科
焼津中央高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科
武蔵野美術大学 基礎デザイン学科

うまくいかないことがたくさんありまし
た。でもあきらめないと決めていたので、
多くの人に支えられて合格できました。落
ち込んでいた私が前を向くことができたの
は、みなさんのおかげです。ありがとうご
ざいました！！

合
格

岡 璃雄さん
デザイン・工芸本科
南山高校（男子部）出身

金沢美術工芸大学 製品デザイン専攻
多摩美術大学 環境デザイン学科
東京造形大学 インダストリアルデザイン専攻領域
武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科

目標をもたないまま入塾しましたが、先生
方が積極的に相談に乗ってくださり、明確
な目標をもって入試活動に臨むことができ
ました。技術的なことのみでなく、精神的
にもしっかりとサポートしてもらい入塾し
て本当に良かったです。

合
格

松浦 立弥さん
デザイン・工芸本科
工芸高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

描くことやつくることに自信がありました
が、河合塾の人たちは上手で、もっと頑張
らなきゃ、なんとかして超えてやろうと課
題に臨んでいたので次第に作品も良くなり
ました。皆で切磋琢磨できる環境で制作で
きて良かったと思います。

合
格

4.「ねじれ」をテーマに制作しました。植物の蔓のようなものが絡み合い、成長していく
イメージを感じさせる作品です。作者にはフォルム出しと空間構成に独特な奇抜さや
大胆さがあり、個性も存分に発揮されています。［５h・立体構成］

5. ある映画のイメージからいくつもの扉を開け次の世界へと進んでいく様子を表していま
す。奥に深く暗くなっていく様子や人物のポーズからは興味と不安を感じます。全体の
配色と構成バランスがよく完成度の高い美しい作品となりました。[16h・立体構成］

6. 矢印をテーマとし、シンプルな骨格をベースに赤いコート紙の
表と裏の使い分け、面のうつり変わりなどを用いて360°どこか
ら見ても飽きさせない工夫がされています。［４h・立体構成］

7. 最終局面での勝敗が決まる緊張の一手でしょうか。イメージが膨らみ胸が高鳴ります。思い切りの良いトリミン
グやアングル選び、そしてモチーフを際立たせる眩い直射光を当てることにより場面をドラマティックに演出し、
緊張感を増幅させています。［５h・ B３・デッサン］

8. 思わず触りたくなるような、ギュッと抱きしめたくなるようなテディベ
アが見事に表現されています。ふわふわした毛並みの描写やボリューム
を感じさせる立体表現が素晴らしく、他のモチーフとの質の描き分けや
空間表現も生きています。作者の視点を実感できるのも良いです。
［15h・芸大サイズ・デッサン］

9. 配付されたモチーフと想定の円を組み合わせる課題です。モチーフの持
つ色合いがとても美しく表現され、作者のモチーフに対する向き合い方
が印象よく感じ取れます。色の対比と調和のバランスや要素の疎密感も
心地良いです。想定の円も構成の浮遊感を盛り上げ、色幅を深めています。
［10h・B３・色彩構成］

10. 筆柿と荒縄をモチーフに「ぎゅっ」をテーマに制作した課題です。筆柿
が荒縄によって肩をぎゅっと寄せ合う姿が微笑ましくユーモラスです。
４個の筆柿と入り組んだ荒縄を模試の時間内につくり上げる力と、この
状態を造形面と感覚の面からおもしろいと思える作者のセンスが素晴ら
しいです。[６h・立体構成］

8

10

9

1. 課外授業の発見をもとに構成をしました。根っこの持つ
生命力を使ってパワフルにあらわし、生き生きとした色
彩が作品の魅力を高めています。［８h・A２・色彩構成］

2. 各モチーフの特徴をとらえ、設定した空間を明快に表現
しています。作者の立体をとらえる力が生きており、迫
力を感じる作品です。［10.5h・芸大サイズ・デッサン］

3. 自己を表現する色彩です。大きな目や口が印象的であ
り、大胆さを強くアピールしています。記憶に残る作
品として天下一品です。［12h・木炭紙大・色彩構成］
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合格者からのメッセージ

宮内 麻奈加さん
デザイン・工芸本科
焼津中央高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科
武蔵野美術大学 基礎デザイン学科

うまくいかないことがたくさんありまし
た。でもあきらめないと決めていたので、
多くの人に支えられて合格できました。落
ち込んでいた私が前を向くことができたの
は、みなさんのおかげです。ありがとうご
ざいました！！

合
格

岡 璃雄さん
デザイン・工芸本科
南山高校（男子部）出身

金沢美術工芸大学 製品デザイン専攻
多摩美術大学 環境デザイン学科
東京造形大学 インダストリアルデザイン専攻領域
武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科

目標をもたないまま入塾しましたが、先生
方が積極的に相談に乗ってくださり、明確
な目標をもって入試活動に臨むことができ
ました。技術的なことのみでなく、精神的
にもしっかりとサポートしてもらい入塾し
て本当に良かったです。

合
格

松浦 立弥さん
デザイン・工芸本科
工芸高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

描くことやつくることに自信がありました
が、河合塾の人たちは上手で、もっと頑張
らなきゃ、なんとかして超えてやろうと課
題に臨んでいたので次第に作品も良くなり
ました。皆で切磋琢磨できる環境で制作で
きて良かったと思います。

合
格

4.「ねじれ」をテーマに制作しました。植物の蔓のようなものが絡み合い、成長していく
イメージを感じさせる作品です。作者にはフォルム出しと空間構成に独特な奇抜さや
大胆さがあり、個性も存分に発揮されています。［５h・立体構成］

5. ある映画のイメージからいくつもの扉を開け次の世界へと進んでいく様子を表していま
す。奥に深く暗くなっていく様子や人物のポーズからは興味と不安を感じます。全体の
配色と構成バランスがよく完成度の高い美しい作品となりました。[16h・立体構成］

6. 矢印をテーマとし、シンプルな骨格をベースに赤いコート紙の
表と裏の使い分け、面のうつり変わりなどを用いて360°どこか
ら見ても飽きさせない工夫がされています。［４h・立体構成］

7. 最終局面での勝敗が決まる緊張の一手でしょうか。イメージが膨らみ胸が高鳴ります。思い切りの良いトリミン
グやアングル選び、そしてモチーフを際立たせる眩い直射光を当てることにより場面をドラマティックに演出し、
緊張感を増幅させています。［５h・ B３・デッサン］

8. 思わず触りたくなるような、ギュッと抱きしめたくなるようなテディベ
アが見事に表現されています。ふわふわした毛並みの描写やボリューム
を感じさせる立体表現が素晴らしく、他のモチーフとの質の描き分けや
空間表現も生きています。作者の視点を実感できるのも良いです。
［15h・芸大サイズ・デッサン］

9. 配付されたモチーフと想定の円を組み合わせる課題です。モチーフの持
つ色合いがとても美しく表現され、作者のモチーフに対する向き合い方
が印象よく感じ取れます。色の対比と調和のバランスや要素の疎密感も
心地良いです。想定の円も構成の浮遊感を盛り上げ、色幅を深めています。
［10h・B３・色彩構成］

10. 筆柿と荒縄をモチーフに「ぎゅっ」をテーマに制作した課題です。筆柿
が荒縄によって肩をぎゅっと寄せ合う姿が微笑ましくユーモラスです。
４個の筆柿と入り組んだ荒縄を模試の時間内につくり上げる力と、この
状態を造形面と感覚の面からおもしろいと思える作者のセンスが素晴ら
しいです。[６h・立体構成］

8

10

9

1. 課外授業の発見をもとに構成をしました。根っこの持つ
生命力を使ってパワフルにあらわし、生き生きとした色
彩が作品の魅力を高めています。［８h・A２・色彩構成］

2. 各モチーフの特徴をとらえ、設定した空間を明快に表現
しています。作者の立体をとらえる力が生きており、迫
力を感じる作品です。［10.5h・芸大サイズ・デッサン］

3. 自己を表現する色彩です。大きな目や口が印象的であ
り、大胆さを強くアピールしています。記憶に残る作
品として天下一品です。［12h・木炭紙大・色彩構成］
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デザイン・工芸  本科　工芸コース
［工芸コース］工芸とは、実用的な造形物に芸術的な意匠を施し、機能性と美しさを融合させた芸術のことであり、主に手作業により作品を生
み出していくのが特徴です。「素材との出会い」という原点を大切にしながら、素材選び、発案、デザイン、制作、仕上げまですべての工程を
自らが行っていきます。日本古来の伝統的な技法を生かし、生活を豊かにする質の高いものづくりをめざします。そのため、大学での勉強にお
いて特に重要となるものは、各素材の特徴を引き出すための知識と、高度な技術の習得です。工芸コースでの受験勉強を通して、“ものづくり”
の基礎を習得するとともに今の時代に希薄となりつつある “手のぬくもり” を大切にした “ものづくりの精神” を養っていきます。

主要大学：東京芸術大学（工芸）、愛知県立芸術大学（陶磁）、金沢美術工芸大学（工芸）、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学

合格者からのメッセージ

岩田 夏奈さん
デザイン・工芸本科
日本福祉大学付属高校出身

東京芸術大学 工芸科

河合塾は生徒同士が仲良く、互いに切磋琢
磨できた居心地の良い空間でした。自分の
やっていることが正しいのかと迷い、気を
病むこともあるかと思います。そのときは
自分に合った休憩の仕方を見つけて、受験
に向けて頑張ってほしいです。

合
格

太田 篤志さん
デザイン・工芸本科
豊田南高校出身

金沢美術工芸大学 工芸科
愛知県立芸術大学 陶磁専攻
名古屋芸術大学 美術領域

河合塾の学友との意見交換や先生方から頂
いた適切なアドバイスは、受験勉強のため
だけでなく、今後の人生における創作活動
の礎を築くことができたと感じています。
皆さんも楽しみながら実力と自信をつけて
いってほしいと思います。

合
格

平光 咲良さん
デザイン・工芸本科
加納高校出身

金沢美術工芸大学 工芸科
愛知県立芸術大学 陶磁専攻

河合塾は先生と相談できる場が多く、一番
学んだことは「課題に対する答え方の重要
性」でした。ただ課題に取り組むだけでな
く、一歩下がって出題者の意図とその答え
方の方向性を確かめることが大事だと思い
ます。

合
格

3. 非常に高い描写力と観察力を兼ね備えた作者の作品です。
モチーフ台に置かれた二つの石膏像の関係が的確に表現さ
れています。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

4. 奴隷像の伸びやかな印象が美しい作品です。指の切り口を
視点の中心にして、腹部から頭部にかけて豊かな色幅で表
現されています。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

5. 空間把握能力に長けた作者によって、ヘラクレスの圧倒的
なスケール感が見事に表現されています。鮮やかな鉛筆の
使い方が巧みです。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

2. 穏やかな光を浴びて佇むガッタメラータの印象が非常に心地よい作品です。モチーフ
の形体を表現するだけでなく、自身の視界に広がる空間をゆったりととらえ、画面の
中に流れる空気まで感じさせています。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

1. ラオコーンのダイナミックな動きが、緻密な描写で表現されています。細かい表情を描
くと画面のバランスが崩れてしまう作者でしたが、モチーフと長時間対話し、修正を重
ねました。ひたむきな姿勢が生みだした秀作です。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

6. 食事を運ぶフンコロガシたちの生態が臨場感を伴って感じら
れる作品です。粘土の特性を生かして、それぞれの質感の違
いを劇的に表現しています。［水粘土・立体表現］

7. 危険など何処吹く風と落ち着いた様子の野鳥と、そのすぐ後ろから虎視眈々と狙うヘビの対比が空間に緊張感
を生んでいます。滑らかに這うヘビの造形から作者の美意識を感じます。［水粘土・立体表現］

8 9

10

11

8. 上下に広がるように構成されたリボンが、画面に躍動感のあるリズムを与えています。オレンジの描写の
明快さと滲み表現による色調の変化が美しい作品です。［B３・平面表現］

9. 自分の顔をモチーフとして、目元を魅力的に表現した作品です。大胆な構成と描写の疎密、巧みに扱った
同系色の配色バランスが、作品の世界観を高めています。［B３・平面表現］

10. 天気をテーマにした作品です。三分割された画面に大胆にシマウマを配置し、天気の違いを表現しました。
分割画面毎の異なる表現方法から作者の積極性を感じます。［A２・平面表現］

11. ドキドキをテーマにした作品です。ライチの瑞々しい描写が魅力的で目を引きます。モチーフの紙素材を
ハート型に切り取るなど作者の遊び心が感じられます。［B３・平面表現］
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デザイン・工芸  本科　工芸コース
［工芸コース］工芸とは、実用的な造形物に芸術的な意匠を施し、機能性と美しさを融合させた芸術のことであり、主に手作業により作品を生
み出していくのが特徴です。「素材との出会い」という原点を大切にしながら、素材選び、発案、デザイン、制作、仕上げまですべての工程を
自らが行っていきます。日本古来の伝統的な技法を生かし、生活を豊かにする質の高いものづくりをめざします。そのため、大学での勉強にお
いて特に重要となるものは、各素材の特徴を引き出すための知識と、高度な技術の習得です。工芸コースでの受験勉強を通して、“ものづくり”
の基礎を習得するとともに今の時代に希薄となりつつある “手のぬくもり” を大切にした “ものづくりの精神” を養っていきます。

主要大学：東京芸術大学（工芸）、愛知県立芸術大学（陶磁）、金沢美術工芸大学（工芸）、多摩美術大学、武蔵野美術大学、女子美術大学

合格者からのメッセージ

岩田 夏奈さん
デザイン・工芸本科
日本福祉大学付属高校出身

東京芸術大学 工芸科

河合塾は生徒同士が仲良く、互いに切磋琢
磨できた居心地の良い空間でした。自分の
やっていることが正しいのかと迷い、気を
病むこともあるかと思います。そのときは
自分に合った休憩の仕方を見つけて、受験
に向けて頑張ってほしいです。

合
格

太田 篤志さん
デザイン・工芸本科
豊田南高校出身

金沢美術工芸大学 工芸科
愛知県立芸術大学 陶磁専攻
名古屋芸術大学 美術領域

河合塾の学友との意見交換や先生方から頂
いた適切なアドバイスは、受験勉強のため
だけでなく、今後の人生における創作活動
の礎を築くことができたと感じています。
皆さんも楽しみながら実力と自信をつけて
いってほしいと思います。

合
格

平光 咲良さん
デザイン・工芸本科
加納高校出身

金沢美術工芸大学 工芸科
愛知県立芸術大学 陶磁専攻

河合塾は先生と相談できる場が多く、一番
学んだことは「課題に対する答え方の重要
性」でした。ただ課題に取り組むだけでな
く、一歩下がって出題者の意図とその答え
方の方向性を確かめることが大事だと思い
ます。

合
格

3. 非常に高い描写力と観察力を兼ね備えた作者の作品です。
モチーフ台に置かれた二つの石膏像の関係が的確に表現さ
れています。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

4. 奴隷像の伸びやかな印象が美しい作品です。指の切り口を
視点の中心にして、腹部から頭部にかけて豊かな色幅で表
現されています。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

5. 空間把握能力に長けた作者によって、ヘラクレスの圧倒的
なスケール感が見事に表現されています。鮮やかな鉛筆の
使い方が巧みです。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

2. 穏やかな光を浴びて佇むガッタメラータの印象が非常に心地よい作品です。モチーフ
の形体を表現するだけでなく、自身の視界に広がる空間をゆったりととらえ、画面の
中に流れる空気まで感じさせています。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

1. ラオコーンのダイナミックな動きが、緻密な描写で表現されています。細かい表情を描
くと画面のバランスが崩れてしまう作者でしたが、モチーフと長時間対話し、修正を重
ねました。ひたむきな姿勢が生みだした秀作です。［木炭紙サイズ・白象紙・鉛筆写生］

6. 食事を運ぶフンコロガシたちの生態が臨場感を伴って感じら
れる作品です。粘土の特性を生かして、それぞれの質感の違
いを劇的に表現しています。［水粘土・立体表現］

7. 危険など何処吹く風と落ち着いた様子の野鳥と、そのすぐ後ろから虎視眈々と狙うヘビの対比が空間に緊張感
を生んでいます。滑らかに這うヘビの造形から作者の美意識を感じます。［水粘土・立体表現］

8 9
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11

8. 上下に広がるように構成されたリボンが、画面に躍動感のあるリズムを与えています。オレンジの描写の
明快さと滲み表現による色調の変化が美しい作品です。［B３・平面表現］

9. 自分の顔をモチーフとして、目元を魅力的に表現した作品です。大胆な構成と描写の疎密、巧みに扱った
同系色の配色バランスが、作品の世界観を高めています。［B３・平面表現］

10. 天気をテーマにした作品です。三分割された画面に大胆にシマウマを配置し、天気の違いを表現しました。
分割画面毎の異なる表現方法から作者の積極性を感じます。［A２・平面表現］

11. ドキドキをテーマにした作品です。ライチの瑞々しい描写が魅力的で目を引きます。モチーフの紙素材を
ハート型に切り取るなど作者の遊び心が感じられます。［B３・平面表現］
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合格者からのメッセージ

佐藤 穂果さん
デザイン・工芸平日専科
中部大学春日丘高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

基礎的な力を身につけることに加えて、見
る人をワクワクさせる作品をつくる意識が
大切だと思います。どうしたらおもしろい
作品になるかなと毎回考えて制作している
と、自然と自分も楽しく受験期を過ごすこ
とができます！

現
役
合
格

大矢 伊織さん
デザイン・工芸日曜専科
四日市高校出身

武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科

日曜の授業と週の自宅課題をとにかくまじ
めに頑張れば負けない力がつくと思いま
す。自宅課題が面倒くさいと感じるかもし
れませんが後々大きく差がついてしまうの
で、先生にたくさん質問して貪欲に実力を
つけてください。

現
役
合
格

谷本 彩綺さん
デザイン・工芸日曜専科
豊田北高校出身

愛知県立芸術大学 陶磁専攻
名古屋芸術大学 美術領域
名古屋造形大学 空間作法領域

私は周りと比べると受験対策をする時期が
遅かったのですが、河合塾の先生方の親身
な指導や、レベルの高い受験生がいる環境
で学べたことで、現役合格することができ
ました。明るい未来を信じて頑張ってくだ
さい。

現
役
合
格

デザイン・工芸  平日専科
デザイン・工芸平日専科は、将来デザインや工芸の分野で活動して
いくために芸大・美大に進学したい高３生・高卒生のための１日３
時間、月曜から金曜まで週５日の夜間クラスです。実技の経験を増
やして実技力をもっと上げたい平日夜に通塾できる人に適していま
す。道具の使い方や専門知識を基礎から学ぶこともできるので初心
者の人でも安心して受講できます。

デザイン・工芸  日曜専科
デザイン・工芸日曜専科は、将来デザインや工芸の分野で活動してい
くために芸大・美大に進学したい高３生・高卒生のための日曜のみの
7.5 時間クラスです。遠方で平日に通うことが難しい人に適していま
す。主に１日完結で課題を制作します。また自宅課題を併用し、復習
や予習をし学習効果をあげます。道具の使い方や専門知識を基礎から
学ぶこともできるので初心者の人でも安心して受講できます。

● デザイン志望者の中で特に人気の高い東京芸術大学、愛知県立芸術大学、金沢美術工芸大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学の対策を主に行
います。

● １学期初めは物事の観察をもとにデッサン・色彩・立体課題を行いながら今後必要になる造形の基礎力を身につけます。また講師およびデザ
イナー、工芸家、現役大学生を招いて各分野の紹介を含め進路指導をしていきます。５月くらいから将来と大学の志望動向でクラスが分かれ、
より専門的な基礎実技力を学んでいきます。

● ２学期では塾生作品展を行います。表現力の幅や個性を磨きながら、各種実技模試を行い大学入試に向け対応力を身につけていきます。
● ３学期および入試直前期は、各自の入試内容と日程を検討、考慮し、個別の受験対策を行います。

▲  １学期、２学期には基礎力養成や志望別入試対策など、さまざまな内容の『土曜ゼミ』が開講されます。目的に合わせて授業と組み合わせる
ことにより、実技の補強ができます。

1

3

2

1. 後期の実技コンクールの優秀作品です。見上げたマル
スの印象を非常に明快に表現しています。腕の切り口
など石膏の欠けた表情も誤魔化さず描写したことで、
リアリティが増しています。首周りの形体は多少不明
瞭ですが、作者の上達が充分にうかがえる一枚です。［７
h・木炭紙大・デッサン］

2. これから出会うモノや出来事を想像するだけでワクワ
クしてしまう旅。その出発する前の高揚感を画面いっ
ぱいにモノを詰め込んで表しています。色の持つイメー
ジと役割をうまく利用し、ごちゃごちゃ感と見やすさ
のバランスが絶妙です。観ているだけで旅に行きたく
なります。[10h・B３・色彩構成］

3. 交差するケント紙の骨格と角材の関わり、角材の両端
からかかるテンション。白と黒の色の使い分けなどす
べての要素が調和した素晴らしい立体作品です。素材
を組み合わせる接点にも細やかな気遣いが行き届いて
います。［４h・立体構成］

4. かぼちゃを巻き込みながら上昇するスパイラルした形体とか
ぼちゃの模刻が模試の試験時間内で精度高くつくられていま
す。光と陰のコントラストの演出も見事です。[６h・立体構成］

5. 異なる天気というテーマに対して、地元に広がる田んぼの景色から着想を得て表現した作品です。近年の入試ではイ
メージ課題がたびたび出題され、日々の観察の蓄積が重要となります。こうした問いに、作者は自らの実感をこめる
ことができました。［７h・B３・色彩構成］

6. 総合型選抜では、作者の考えが作品を通して伝達で
き、表現者としての発信が大いに発揮できる受験で
す。自分のフィルターを通して社会にしっかりアピー
ルできている傑作です。［入試作品・ファイル制作］

7. 目玉はマシュマロです。モチーフの印象を生かした不気
味さのある構成が目を惹き、根気強く積み重ねた描写が
魅力的です。ハロウィンの時期に描きました。季節感も
楽しみつつ制作しています。［６h・芸大サイズ・デッサン］

8. 画面いっぱいに描くことで存在感が増し、平面と立
体という表現の対比関係がインパクトを高めていま
す。規則的に並べ、第一ポイントの見せ場など、巧
みに表現されています。［８h・B３・色彩構成］
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合格者からのメッセージ

佐藤 穂果さん
デザイン・工芸平日専科
中部大学春日丘高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

基礎的な力を身につけることに加えて、見
る人をワクワクさせる作品をつくる意識が
大切だと思います。どうしたらおもしろい
作品になるかなと毎回考えて制作している
と、自然と自分も楽しく受験期を過ごすこ
とができます！

現
役
合
格

大矢 伊織さん
デザイン・工芸日曜専科
四日市高校出身

武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科

日曜の授業と週の自宅課題をとにかくまじ
めに頑張れば負けない力がつくと思いま
す。自宅課題が面倒くさいと感じるかもし
れませんが後々大きく差がついてしまうの
で、先生にたくさん質問して貪欲に実力を
つけてください。

現
役
合
格

谷本 彩綺さん
デザイン・工芸日曜専科
豊田北高校出身

愛知県立芸術大学 陶磁専攻
名古屋芸術大学 美術領域
名古屋造形大学 空間作法領域

私は周りと比べると受験対策をする時期が
遅かったのですが、河合塾の先生方の親身
な指導や、レベルの高い受験生がいる環境
で学べたことで、現役合格することができ
ました。明るい未来を信じて頑張ってくだ
さい。

現
役
合
格

デザイン・工芸  平日専科
デザイン・工芸平日専科は、将来デザインや工芸の分野で活動して
いくために芸大・美大に進学したい高３生・高卒生のための１日３
時間、月曜から金曜まで週５日の夜間クラスです。実技の経験を増
やして実技力をもっと上げたい平日夜に通塾できる人に適していま
す。道具の使い方や専門知識を基礎から学ぶこともできるので初心
者の人でも安心して受講できます。

デザイン・工芸  日曜専科
デザイン・工芸日曜専科は、将来デザインや工芸の分野で活動してい
くために芸大・美大に進学したい高３生・高卒生のための日曜のみの
7.5 時間クラスです。遠方で平日に通うことが難しい人に適していま
す。主に１日完結で課題を制作します。また自宅課題を併用し、復習
や予習をし学習効果をあげます。道具の使い方や専門知識を基礎から
学ぶこともできるので初心者の人でも安心して受講できます。

● デザイン志望者の中で特に人気の高い東京芸術大学、愛知県立芸術大学、金沢美術工芸大学、多摩美術大学、武蔵野美術大学の対策を主に行
います。

● １学期初めは物事の観察をもとにデッサン・色彩・立体課題を行いながら今後必要になる造形の基礎力を身につけます。また講師およびデザ
イナー、工芸家、現役大学生を招いて各分野の紹介を含め進路指導をしていきます。５月くらいから将来と大学の志望動向でクラスが分かれ、
より専門的な基礎実技力を学んでいきます。

● ２学期では塾生作品展を行います。表現力の幅や個性を磨きながら、各種実技模試を行い大学入試に向け対応力を身につけていきます。
● ３学期および入試直前期は、各自の入試内容と日程を検討、考慮し、個別の受験対策を行います。

▲  １学期、２学期には基礎力養成や志望別入試対策など、さまざまな内容の『土曜ゼミ』が開講されます。目的に合わせて授業と組み合わせる
ことにより、実技の補強ができます。

1

3

2

1. 後期の実技コンクールの優秀作品です。見上げたマル
スの印象を非常に明快に表現しています。腕の切り口
など石膏の欠けた表情も誤魔化さず描写したことで、
リアリティが増しています。首周りの形体は多少不明
瞭ですが、作者の上達が充分にうかがえる一枚です。［７
h・木炭紙大・デッサン］

2. これから出会うモノや出来事を想像するだけでワクワ
クしてしまう旅。その出発する前の高揚感を画面いっ
ぱいにモノを詰め込んで表しています。色の持つイメー
ジと役割をうまく利用し、ごちゃごちゃ感と見やすさ
のバランスが絶妙です。観ているだけで旅に行きたく
なります。[10h・B３・色彩構成］

3. 交差するケント紙の骨格と角材の関わり、角材の両端
からかかるテンション。白と黒の色の使い分けなどす
べての要素が調和した素晴らしい立体作品です。素材
を組み合わせる接点にも細やかな気遣いが行き届いて
います。［４h・立体構成］

4. かぼちゃを巻き込みながら上昇するスパイラルした形体とか
ぼちゃの模刻が模試の試験時間内で精度高くつくられていま
す。光と陰のコントラストの演出も見事です。[６h・立体構成］

5. 異なる天気というテーマに対して、地元に広がる田んぼの景色から着想を得て表現した作品です。近年の入試ではイ
メージ課題がたびたび出題され、日々の観察の蓄積が重要となります。こうした問いに、作者は自らの実感をこめる
ことができました。［７h・B３・色彩構成］

6. 総合型選抜では、作者の考えが作品を通して伝達で
き、表現者としての発信が大いに発揮できる受験で
す。自分のフィルターを通して社会にしっかりアピー
ルできている傑作です。［入試作品・ファイル制作］

7. 目玉はマシュマロです。モチーフの印象を生かした不気
味さのある構成が目を惹き、根気強く積み重ねた描写が
魅力的です。ハロウィンの時期に描きました。季節感も
楽しみつつ制作しています。［６h・芸大サイズ・デッサン］

8. 画面いっぱいに描くことで存在感が増し、平面と立
体という表現の対比関係がインパクトを高めていま
す。規則的に並べ、第一ポイントの見せ場など、巧
みに表現されています。［８h・B３・色彩構成］
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合格者からのメッセージ

水谷 百江さん
デザイン・工芸平日専科
旭丘高校出身

武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科

河合塾にきてデザインを始めました。先生
が一から優しく丁寧に教えてくださいまし
た。だんだんうまくなっていくのを体感で
きました。そして合格することができまし
た。一年前の自分とは見違えるほど変わっ
たと思います。

現
役
合
格

名場 こはるさん
デザイン・工芸平日専科
名城大学附属高校出身

愛知県立芸術大学 陶磁専攻
名古屋芸術大学 美術領域

正直、絵のことはまったく分からない状態
で入塾しました。何も分からない素人の私
を、先生方が分かりやすく指導してくだ
さったお陰で実力が身につきました。そし
て無事に現役合格することができました。
河合塾で良かった！

現
役
合
格

鈴木 翼さん
デザイン・工芸日曜専科
豊橋東高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

多くの作品と比べることができて、先生か
らアドバイスももらえるこの環境にいれ
ば、作品をこなした分だけ結果を出すこと
ができると思います。あと、学科ができる
人は必ず有利になるのであきらめないでく
ださい。

現
役
合
格

合格者からのメッセージ

宮﨑 愛梨さん
デザイン・工芸平日専科
江南高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

自分を信じて描き続けることが一番大事だ
と思います。入試に近づくほど精神的にも
体力的にも苦しい時が多くなりますが、友
達と支えあって、先生の教えをちゃんと聞
いて、自分を信じて描けば乗り越えられま
す。自分らしく受験してください。

現
役
合
格

大門 千隼さん
デザイン・工芸平日専科
高蔵寺高校出身

金沢美術工芸大学 環境デザイン専攻

河合塾の大きな特徴は講師も生徒も人数が
多いので、さまざまな意見が聞けたり、多
くの作品に触れることができる点だと思い
ます。そのおかげでよりレベルの高い作品
づくりをめざすことができたと思います。

現
役
合
格

高須 斗希さん
デザイン・工芸日曜専科
西尾東高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻
静岡文化芸術大学 デザイン学科

愛知芸大は無理だと思っていました。しか
し、先生が最後まで「君ならできる、自分
を信じて」と言ってくださり、結果第一志
望に合格することができました。毎日研究
をして自分を信じてみることが大事だと思
いました。

現
役
合
格

4.「旅」をテーマとした本の表紙を制作しました。旅の魅力のひとつに非日常的な体験
があります。その体験を元に表紙を見た人をワクワクさせるデザインができていま
す。空間をイメージする力が素晴らしいです。［10h・B３・色彩構成］

5. 後期に制作した動物の模刻課題です。腕を広げて威嚇しているのに愛らしく見えるア
リクイの姿を、作者はコミカルに表現しました。鋭く尖った爪と簡易に表現された顔
つきの対比がなんとも言えない魅力につながっています。［９h・立体構成］

1. 腹部から頭部にかけて大きく捻れた像の印象を丁寧なタッチ
で表現しています。こうした仕事ぶりから、作者のモノづく
りに対する姿勢が感じ取れます。［７h・木炭紙大・デッサン］

2. アイデアやアングル設定、イメージを司る色彩の軽や
かさ、間取りのセンスなど、高校２年生のクオリティー
の高さに驚きと感動の逸品です。［４h・B３・色彩構成］

3. スポーツがテーマです。日々の生活に興味を持ち観察
することや発見の積み重ねの記憶が、この美しい光景
をつくりだしたのでしょう。［５h・B３・デッサン］

6. モチーフの状況を冷静に判断する客観性と、作者がモ
チーフから感じ取った主観性を兼ね備え、的確な描写
と情熱を感じる作品です。［14h・B３・デッサン］

7. 異なる天気をテーマに愛犬との散歩を描きました。い
かなるときも変わらない両者の信頼関係が垣間見える
ハートフルな作品です。［12h・B３・色彩構成］

8. 白と黒が織りなす奇妙で混沌とした不思議なモチーフの世
界と作者の持つ耽美な感性と作品に対する強い思いが交差
し、魅力的な絵になりました。[17h・芸大サイズ・デッサン］

4

5

9. 異なる素材を使用する場合、各素材の特徴を理解し、どう生かしあうか考える必要がありま
す。１枚の紙からねじれを感じる構造をつくり上げ、糸の扱いもその動きに連動するように
美しく装飾されています。大胆さと繊細さを兼ね備えた作品です。［10.5h・立体構成］

10. サバンナの大自然は弱肉強食の世界です。それは百獣の王とて例外でなく、常
に狩る側ではありません。サイによる渾身の一振りで下剋上が行われている様
子がダイナミックな構成で表現されています。［18h・立体構成］
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合格者からのメッセージ

水谷 百江さん
デザイン・工芸平日専科
旭丘高校出身

武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科

河合塾にきてデザインを始めました。先生
が一から優しく丁寧に教えてくださいまし
た。だんだんうまくなっていくのを体感で
きました。そして合格することができまし
た。一年前の自分とは見違えるほど変わっ
たと思います。

現
役
合
格

名場 こはるさん
デザイン・工芸平日専科
名城大学附属高校出身

愛知県立芸術大学 陶磁専攻
名古屋芸術大学 美術領域

正直、絵のことはまったく分からない状態
で入塾しました。何も分からない素人の私
を、先生方が分かりやすく指導してくだ
さったお陰で実力が身につきました。そし
て無事に現役合格することができました。
河合塾で良かった！

現
役
合
格

鈴木 翼さん
デザイン・工芸日曜専科
豊橋東高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

多くの作品と比べることができて、先生か
らアドバイスももらえるこの環境にいれ
ば、作品をこなした分だけ結果を出すこと
ができると思います。あと、学科ができる
人は必ず有利になるのであきらめないでく
ださい。

現
役
合
格

合格者からのメッセージ

宮﨑 愛梨さん
デザイン・工芸平日専科
江南高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻

自分を信じて描き続けることが一番大事だ
と思います。入試に近づくほど精神的にも
体力的にも苦しい時が多くなりますが、友
達と支えあって、先生の教えをちゃんと聞
いて、自分を信じて描けば乗り越えられま
す。自分らしく受験してください。

現
役
合
格

大門 千隼さん
デザイン・工芸平日専科
高蔵寺高校出身

金沢美術工芸大学 環境デザイン専攻

河合塾の大きな特徴は講師も生徒も人数が
多いので、さまざまな意見が聞けたり、多
くの作品に触れることができる点だと思い
ます。そのおかげでよりレベルの高い作品
づくりをめざすことができたと思います。

現
役
合
格

高須 斗希さん
デザイン・工芸日曜専科
西尾東高校出身

愛知県立芸術大学 デザイン専攻
静岡文化芸術大学 デザイン学科

愛知芸大は無理だと思っていました。しか
し、先生が最後まで「君ならできる、自分
を信じて」と言ってくださり、結果第一志
望に合格することができました。毎日研究
をして自分を信じてみることが大事だと思
いました。

現
役
合
格

4.「旅」をテーマとした本の表紙を制作しました。旅の魅力のひとつに非日常的な体験
があります。その体験を元に表紙を見た人をワクワクさせるデザインができていま
す。空間をイメージする力が素晴らしいです。［10h・B３・色彩構成］

5. 後期に制作した動物の模刻課題です。腕を広げて威嚇しているのに愛らしく見えるア
リクイの姿を、作者はコミカルに表現しました。鋭く尖った爪と簡易に表現された顔
つきの対比がなんとも言えない魅力につながっています。［９h・立体構成］

1. 腹部から頭部にかけて大きく捻れた像の印象を丁寧なタッチ
で表現しています。こうした仕事ぶりから、作者のモノづく
りに対する姿勢が感じ取れます。［７h・木炭紙大・デッサン］

2. アイデアやアングル設定、イメージを司る色彩の軽や
かさ、間取りのセンスなど、高校２年生のクオリティー
の高さに驚きと感動の逸品です。［４h・B３・色彩構成］

3. スポーツがテーマです。日々の生活に興味を持ち観察
することや発見の積み重ねの記憶が、この美しい光景
をつくりだしたのでしょう。［５h・B３・デッサン］

6. モチーフの状況を冷静に判断する客観性と、作者がモ
チーフから感じ取った主観性を兼ね備え、的確な描写
と情熱を感じる作品です。［14h・B３・デッサン］

7. 異なる天気をテーマに愛犬との散歩を描きました。い
かなるときも変わらない両者の信頼関係が垣間見える
ハートフルな作品です。［12h・B３・色彩構成］

8. 白と黒が織りなす奇妙で混沌とした不思議なモチーフの世
界と作者の持つ耽美な感性と作品に対する強い思いが交差
し、魅力的な絵になりました。[17h・芸大サイズ・デッサン］

4

5

9. 異なる素材を使用する場合、各素材の特徴を理解し、どう生かしあうか考える必要がありま
す。１枚の紙からねじれを感じる構造をつくり上げ、糸の扱いもその動きに連動するように
美しく装飾されています。大胆さと繊細さを兼ね備えた作品です。［10.5h・立体構成］

10. サバンナの大自然は弱肉強食の世界です。それは百獣の王とて例外でなく、常
に狩る側ではありません。サイによる渾身の一振りで下剋上が行われている様
子がダイナミックな構成で表現されています。［18h・立体構成］
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