
①どんな受験期を過ごしましたか？
②アスクで学ぶ中で一番印象に残っていることはなんですか？
③これから芸大美大を受験する後輩たちに向けてメッセージをお願いします！

①大切にしていたことは、先生のアドバイスや他の人の絵の
いい所を吸収して忘れないことです。それで次の制作に活か
そうとしていました。 スランプになったら大体生活が崩れて
いることが多いのでよく寝ました。 絵を描いてるときは時間
をよくみて逆算しながら計画を立てて描くように意識してい
ました。また、疲れてる時に無理はしないようにしました。

②生徒思いな先生のおかげで受かることができたと思いま
す。アドバイスもいつも的確にくれて、私ができてないところ
を全部言って直してくださりました。本当にめっちゃ感謝し
てます！大好きです！ 同じ高校の友人とはアスクで一緒に話
ができて楽しかったです。おかげで精神を保てました。ま
た、自分が憧れ、目標となるような同級生もおり、色彩もデッ
サンも立体も上手でいつも見ていました。そのたびに、私も
もっと頑張らないと、といつも思わされていました。

③応援してます頑張ってください～！
頑張ったらその分だけ上手くなると思うからいけますよ～。公式ツイッター

@kyotoartschool

follow me!
教室の様子や、講習・説明会のご案内、受験に
役立つ情報など、LINE・twitterで日々発信中！

京都アートスクール
LINE公式アカウント

①とにかく自分の苦手を無くしたいと思っていたので、毎回
課題をやる際には「今回は特にコントラストの強弱を意識
する！」というふうにプチ目標を決めて取りかかるようにして
いました。 

②長い期間指導していただいていたので、先生方に前より
改善できた点や、新たな課題を指摘してもらえたのは、良い
モチベーションにつながったと思います。

③大学の制作ではみんながつくるものに毎回圧倒されてい
ます。とにかく周りの人から学ぶことが沢山あるのですが、こ
れは受験期でも同じことだと思います。良いと思ったことは
自分の制作に取り入れて頑張ってください。

平澤　綾　さん
私立 大谷高等学校（京都）

京都市立芸術大学
デザイン科 合格！

川嶋　叶乃　さん
京都市立 銅駝美術工芸高等学校

金沢美術工芸大学
工芸科 合格！

※講習期間中は受付時間が異なります。HPをご確認ください。



年間総合予定 受験対策はまず1年間の計画づくりから始まります。

映像授業＋LINEで質問＋スクーリング（オンラインor教室）。個別
指導がさらにグレードアップしました。
Zoomでの三者面談を行います。

通信教育教室

長時間での制作や大画面での制作を行います。
通学生とNET生と講習生が同じ課題を制作します。一部クラスは
オンラインでも受講可能。

教室　オンライン

1講座単位で受講できます。多くの校外生、校内生が受講する公開
講座。オンラインでも受講できる特講もあります。

教室　オンライン

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月



木金もしくは土は基礎Ⅲ科と同じ描写課題を制作します。日曜は各生徒の志望大学・
志望専攻に合わせた個別カリキュラムとなります。3学期には、木金・土に開講してい
る特講を組み合わせて受講することも可能です。七条、北大路、彦根の3校で授業を開
講しています。どの教室でも、共通のカリキュラムで課題を行いますので、通いやすい
教室を選択してください。
同一週の同一課題(木金=土)であれば、振り替えて受講することが可能です。また、同
一週で振替受講ができなかった場合、「振替週間」で補うことが可能です,

対象となる志望大学▶【国公立大】京都市立芸術大学、東京藝術大学、金沢
美術工芸大学、愛知県立芸術大学 など
【私立大】多摩美術大学、武蔵野美術大学 など

木 金 土 日

木 金 土 日

週10時間

京都アートスクール独自の「基礎造形科目」=「描写・着彩・色彩・立体」課題を制作し基
礎造形力を鍛えます。志望大学の出題範囲以上の課題を行うことで、実技に対する理
解を深め合格できる実技力を養成します。3学期には、木金・土や日に開講している特
講を組み合わせて受講することも可能です。七条、北大路、彦根の3校で授業を開講し
ています。どの教室でも、共通のカリキュラムで課題を行いますので、通いやすい教室
を選択してください。同一週であれば、振り替えて受講することが可能です。また、同
一週で振替受講ができなかった場合、「振替週間」で補うことが可能です。

対象となる志望大学▶【国公立大】京都市立芸術大学、金沢美術工芸大学、
愛知県立芸術大学、大阪教育大学 など
【私立大】多摩美術大学、武蔵野美術大学 など

木 金 土 日

週5時間

木 金 土 日

木 金 土 日

鉛筆デッサンのみの基礎科となります。3学期には、木金・土や日に開講している特講
を組み合わせて受講することも可能です。七条、北大路、彦根の3校で授業を開講して
います。どの教室でも、共通のカリキュラムで課題を行いますので、通いやすい教室を
選択してください。
同一週であれば、木金⇔土を振り替えて受講することが可能です。また、同一週で振
替受講ができなかった場合、「振替週間」で補うことが可能です。

対象となる志望大学▶【国公立大】京都市立芸術大学、京都工芸繊維大学、
滋賀県立大学、京都府立大学、岡山県立大学、富山大学 など
【私立大】京都芸術大学、京都精華大学、成安造形大学、嵯峨美術大学、大
阪成蹊大学、京都美術工芸大学、神戸芸術工科大学、大阪芸術大学 など

木 金 土 日

週5時間

木 金 土 日



芸大や美術系高校を受験する予定があるわけではないが、「実技を勉強してみたい」
「絵に興味があり、自分もうまく描けるようになりたい」「就職や進学のために、少しだ
けデッサンが必要」といった、小学５年生から大学生、社会人を対象とした専攻科で
す。木曜日、土曜日、日曜日のそれぞれ2.5時間を１コマの授業として、自分の予定に
合わせて受講曜日を設定できます。七条、北大路、彦根の３校で授業を開講していま
す。「1・2・3学期の年間入学」、もしくは「学期毎のお申し込み」となります。どの教室で
も、共通のカリキュラムで課題を行いますので、通いやすい教室を選択してください。
同一週であれば、振り替えて受講することが可能です。また、同一週で振替受講がで
きなかった場合「振替週間」で補うことが可能です。

木 金 土 日

週2.5時間

木 金 土 日

木 金 土 日

4歳～小学6年生を対象とした教室です。
こども造形表現教室では、対象を観察することからはじまる描写や立体造形の
基礎を知り、様々な素材やモチーフ、新しい表現技法に触れることで、楽しく美
術を学ぶことを目指しています。

※詳しいスケジュールや会費はHPまたはおたよりにてご確認ください。

▶詳細はHPにてご確認ください。

● 授業は毎月３回

・・・土曜日　10:00～12:00

・・・土曜日　10:00～12:00
 水曜日　16:00～18:00

受験とは関係なく絵を習いたい社会人・大学生・中学生・高校生の方のために
京都アートスクール滋賀本部 彦根駅前校が主催する講座です。お仕事で必要と
なるデッサン力を養いたいという方、趣味で絵を描きたいという方が在籍して
います。チケット制なので、ご自分のペースで通うことができるのが特徴です。 

▶詳細はHPにてご確認ください。

金 土 日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

年間総合予定



2021年度　京都市立芸術大学　美術科合格　Cさん 大学入学共通テスト　319/500点

描写 色彩 立体

高校1年生からアスクの講習に参加し、2年生の春からアスクに入学したCさん。熱心に実技
対策を行い、京芸への現役合格にこだわってきました。結果的には、描写で230点、色彩で
200点という高得点を獲得し、現役合格を勝ち取ることができました。 京芸入試においては、
実技3科目ともにまんべんなく良い点数を取るというのは、非常に難しいことです。Cさんは
立体が46点という低い点数でしたが、このような例は珍しくありません。特に描写は、対策を
重ねた時間が顕著に点数に反映される科目です。1年生という早い時期から対策を開始した
Cさんだからこそ、獲得できた点数であり、決して偶然に獲得できた点数ではありません。描
写で高得点を獲得するためには、早くから実技対策を開始し、多くの課題を経験することが非

常に重要だといえるでしょう。もちろん、これは、色彩や立体に関しても同様です。 また、Cさん
は、アスク入学時にはデザイン科を志望していました。しかし、アスクでの講師との面談を重
ね、自分が将来やりたいことや、自分の学科力と実技力の状況を踏まえた上で、最終的には志
望を美術科へ変更して受験しました。アスクでは、京芸入試に関する豊富な知識を持った講
師が、実技の指導や面談を行っています。そのような講師と二者面談や三者面談を重ねるこ
とで、本当に自分が進学したいと思える専攻を見つけることができるのも、アスクで学ぶ中で
得られる重要な意義の一つです。 

2021年度　京都市立芸術大学　デザイン科合格　Aさん 大学入学共通テスト　488/700点

描写 色彩 立体

高校1年生からアスクへ入学し、京芸現役合格を目指して本格的な対策を始めたAさ
ん。描写、色彩、立体、すべての実技科目を、基礎の段階からコツコツと時間をかけて対
策したことで大きく成長し、3年生の冬期模試の段階では、高卒生にも負けないくらい
のレベルに到達していました。その結果、実技3科目とも200点以上という、アスクでの
今年度最高得点を獲得し、見事に現役合格を果たすことができました。実技・学科とも

に試験科目数が多く、それぞれの対策に時間がかかる京芸入試では、確実に「早めの
対策開始」が有利です。実際、現役で合格する受験生の多くは、遅くとも2年生の冬から
本格的な実技対策を開始しています。
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▲動画による導入の様子。
講師による実演も交え課題のポイントをわかりやすく説明します。

※課題サイトとは…？

課題サイト　課題文一例

京都アートスクールHPには、課題や詳しい解説、作例のリンクな
どが掲載された「課題サイト」があります。インターネットを通し
て、導入動画、技法解説資料、豊富な参考作例を閲覧することが
できます。各自の提出作品の講評動画もここに掲載されます。繰
り返し視聴できるので、理解を深めるために活用しましょう。
※閲覧には、IDとパスワードが必要になります。

申込～制作～作品講評まで

京芸基礎（高1・2年生）クラス

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

■芸大受験説明会春
期

夏
期
講
習

１
学
期

２
学
期

３
学
期

1学期スタート4/9（土）

① 5/5（木）作品提出（2課題）

② 6/1（水）作品提出（3課題）

③ 6/29（水）作品提出（3課題）

2学期スタート9/3（土）

① 9/28（水）作品提出（3課題）

② 10/26（水）作品提出（3課題）

③ 11/23（水）作品提出（3課題）

④ 12/14（水）作品提出（3課題）

3学期スタート1/7（土）

① 2/1（水）作品提出（3課題）

冬
期
講
習

春
期

② 3/1（水）作品提出（3課題）

※春期講習はすべての講座が無料
★春期講習受講

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

鉛筆デッサン基礎（高1・2年生）クラス

■芸大受験説明会春
期

夏
期
講
習

１
学
期

２
学
期

３
学
期

1学期スタート4/9（土）

① 5/5（木）作品提出（1課題）

② 6/1（水）作品提出（1課題）

③ 6/29（水）作品提出（1課題）

2学期スタート9/3（土）

① 9/28（水）作品提出（1課題）

② 10/26（水）作品提出（1課題）

③ 11/23（水）作品提出（1課題）

④ 12/14（水）作品提出（1課題）

3学期スタート1/7（土）

① 2/1（水）作品提出（1課題）

② 3/1（水）作品提出（1課題）

冬
期
講
習

春
期※春期講習はすべての講座が無料

★春期講習受講



ビギナーアートコース

鉛筆デッサン基礎科
入学金

授業料　1学期_15週
授業料　2学期_16週
授業料　3学期_10週

A. 一括納入

B. 学期毎のお申込み

なし
42,570
45,408
28,380

116,358合計

1. 1学期_
2. 2学期_
3. 3学期_

※「 1. 2. 3 学期」の年間入学（一括）、もしくは 「学期毎のお申込み」と
なります。

4/7（木）～7/17（日）

9/1（木）～12/18（日）

1/5（木）～3/12（日）

※途中入学の場合は、授業料は月毎で再計算いたします。

合計

基礎コース_高校1,2生

-11,000

232,716

入学金
授業料　1学期_15週
授業料　2学期_16週
授業料　3学期_10週

11,000
85,140
90,816
56,760

232,716割引適用後　合計

1. 入学手続時
2. 8/31まで
3. 12/31まで

基礎Ⅲ科
(デッサンのみ)基礎Ⅰ科 基礎Ⅱ科

-11,000

465,432

入学金
授業料　1学期_15週
授業料　2学期_16週
授業料　3学期_10週

11,000
170,280
181,632
113,520

465,432

1. 入学手続時
2. 8/31まで
3. 12/31まで

※分割には分割手数料が加算されています。

※途中入学の場合は、授業料は月毎で再計算いたします。

※分割には分割手数料が加算されています。

※途中入学の場合は、授業料は月毎で再計算いたします。

▲継続／推薦入学 入学金免除

合計

割引適用後　合計

▲継続／推薦入学 入学金免除

合計

割引適用後　合計

合計

割引適用後　合計

合計A. 一括納入

B. 3回分割

A. 一括納入

B. 3回分割

特講や講習の一部や、NET通信実技コースのスクーリングなどはオンラインでも受講することが可能です。
教室の授業をリアルタイムで配信します。自宅に居ながら導入や講評を教室の生徒と一緒に受けることができます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

の特講や、 の講習の一部のクラスはオンラインでの受講が可能です。

の特講はオンラインでのみ受講ができる特講です。

Zoom（ズーム）
※中間指導等の授業で使用します。
※アカウントを登録せずとも利用できます。
※アカウント登録をするとより、通信ややり
取りの利便性が上がります。

・インターネットにつながる
・WEB カメラが使える
・マイクが使える
・スピーカーが使える
・ワイヤレスまたは、有線LAN 接続ができる
・カメラが使える
・カメラの画像を取り込める
※作品画像を送信するのに使用します。

オンライン特講とは

通学部　基礎コース基礎Ⅰ科の課題（描写／着彩／色彩／立体）を配信。
高校１・２年生が対象です。

高1・2生
土曜オンライン特講

授業の流れ
京都アートスクールのオンライン授業では、教室での授業と同じく「導入」～「講評」までをオンラインで行います。

オンラインの生徒作品も教室の生徒作品
と一緒に講評します。
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京都アートスクール
公式LINEを活用しよう！

講習・説明会のご案内、受験に役立つ情
報などを配信します。
また、オンラインで受講の場合、URLの
お知らせなどをLINEで行います。
LINEアプリよりぜひご登録ください！

〈登録方法〉
LINEアプリを開いて、その他→友だち追加をタップ、
上のQRコードを読み取り友だち追加をしてください。

〈遅刻・欠席連絡について〉
個別メッセージによる遅刻・欠席の連絡も可能です。
通学教室と氏名（フルネーム）を伝えてください。

入学者必読！
通学部入学に関しての案内と注意事項
入学願書を提出される前に必ず全項目をご確認ください。

入学手続手順

① 無料体験、受験相談 ② 入学願書提出 ③ 受付書類、請求書送付 ④ 受講開始

A

入学前に、通学希望の教室にて無
料体験授業への参加をおすすめし
ます。また、Zoomを使用した無料
受験相談を利用していただくこと
も可能です。

通学部ガイドに同封されている入
学願書へ記入し、事務局まで提出
します（ＦＡＸまたは郵送）。
各教室にて直接提出も可能です。
※京都アートスクールHPからもご
提出いただけます。

本学より、受付書類や請求書等を
送付いたします。学費の振込用紙
も同封されていますので、記載され
た期日までにお振込みください。

通学スタートです。
通学初日や願書提出のタイミング
によって、③④の手順が前後する
場合があります。

▶無料体験授業については、
「通学部 入学案内p.12」をご覧ください。

画材、画用紙、モチーフの費用についてD

入学についてB

途中入学についてC
学期途中から入学される場合、通学される分のみ授業料を月毎に再計算いた
します。（ただしSTコースのみ授業料を週毎に再計算いたします。）
詳しくはHPをご確認ください。また、学期途中から入学される場合、支払いは
「一括納入」にてお願いいたします。分割を希望される場合、その旨事務局まで
ご相談ください。
※分割には分割手数料が加算されます。

学費等納入についてF
学費納入方法は｢口座振込｣に限ります。申込用紙ご提出後、請求書、振込用紙をお
送りしますので、記載の期日までにお振込みください。
手数料はご本人様負担となります。
一旦納入された学費は原則として返金できませんのでご了承ください。
万が一、振込期限を過ぎた場合、必ず事務局へご連絡ください。

遅刻・欠席・振替についてE

各週の同一課題実施日や、各学期に設定された下記の「振替週間」のみ、振替
受講することができます。
指定された課題以外の振替や、講習期間（夏期・冬期・直前）内への振替はでき
ませんので注意してください。※ST/SP生は振替受講できません。

・5/5（木）～5/8（日） 前期（1学期）の1～4週の「振替週間」
・6/9（木）～6/12（日） 前期（1学期）の6～9週の「振替週間」
・7/14（木）～7/17（日） 前期（1学期）の11～14週の「振替週間」

・9/29（木）～10/2（日） 後期（2学期）の1～4週の「振替週間」
・11/3（木）～11/6（日） 後期（2学期）の6～9週の「振替週間」
・12/8（木）～12/11（日） 後期の11～14週の「振替週間」
・12/15（木）～12/18（日） 2学期の11～15週の「振替週間」

・2/2（木）～2/5（日） 3学期の1～4週の「振替週間」
・3/9（木）～3/12（日） 3学期の6～9週の「振替週間」

※「振替週間」の木曜～日曜は、「オープンアトリエ」として、教室を開放していま
す。振り替えの必要がない生徒は、自主制作を行いましょう。

遅刻・欠席される場合、必ず授業開始までに事務局へご連絡ください。
※京都アートスクール公式LINEをご活用ください。

01208 -01209
ご連絡やお問い合わせは、事務局まで。

退学についてH
途中退学をご希望の場合、退学希望日の1ヶ月前までに事務局（または実技講
師）にお申し出ください。各教室長と面談の上、本学発行「退学願」をご提出い
ただきます。
途中退学による返金がある場合は、授業料は「学期ごと」の計算となります。  
（2学期途中の場合、3学期分の学費を3学期中に返金いたします。後期、3学期
途中の場合学費は返金されません）
また、入学手続時に適用された割引額（※１）と事務手数料2,000円（税込）を
差し引いた額を返金額とさせていただきます。    

 

※１ ・継続入学入学金免除　・推薦入学入学金免除
 ・特待生選抜試験による授業料減免額　・遠隔地入学支援制度

返金手続きについてI
【1】特待生選抜試験制度による授業料減免認定者は、2022/4/22（金）に「返金」
となります。（口座振込）
【2】推薦入学制度「推薦書」が願書提出以降になる場合、入学後1ヶ月以内にご
提出ください。
※毎月末日までの提出で翌月15日以降に「返金」いたします。
※たとえば４月28日にご提出の場合、5月15日以降となります。（振込か教室にて
手渡し）
【3】専攻科変更及び退学における返金。（口座振込）
前期・1学期中 ＝2022/6/24（金）
後期・2学期中 ＝2022/11/25（金）
3学期中 ＝2023/2/24（金）
【4】進学に伴う返金制度　申請期限2022/4/3（日）
本学入学手続完了後、大学（文部科学省所管の大学に限る）に合格し、進学を理由
に本学入学を取り消したい場合、入学金を除く学費を返金します。（口座振込）

以下の書類をご提出ください。返金日は後日お知らせします。
・大学合格を証明できる「合格通知書、入学許可証」など
・入学大学の「在学証明書」（2022/4/22（金）まで）
・本学より入学時に交付した「入学認定証、学生証」など一式
・本学発行「学費返金願」

専攻科変更についてG
専攻科変更をご希望の場合、変更開始の1ヶ月前までに事務局（または実技講
師）にお申し出ください。各教室長と面談の上、本学発行「専攻科変更願」をご提
出いただきます。

■時間を増やす場合
授業料を週毎に計算し、専攻科変更による学費差額分をご請求いたします。

■NET通信実技コースへの変更について
NET通信実技コースへの変更をご希望の場合は学期ごとの変更となります。
変更開始の1ヶ月前までに事務局（または実技講師）にお申し出ください。
本学発行「コース変更願」をご提出いただきます。
学費差額分をご請求いたします。
返金手続きが必要になった場合、特待生選抜試験による授業料減免額、遠隔
地入学支援制度による授業料減免額、事務手数料2,000円（税込）を差し引い
た金額を返金いたします。

■時間を減らす場合
専攻科変更による返金がある場合は、授業料は「学期ごと」の計算となります。
（2学期途中の場合、3学期変更分を3学期中に返金いたします。
後期、3学期途中の場合学費は返金されません）
返金手続きが必要になった場合、特待生選抜試験による授業料減免額、事務
手数料2,000円（税込）を差し引いた金額を返金いたします。
「　  返金手続きについて」もあわせてご確認ください。I

2022-23入学案内

1312



①どんな受験期を過ごしましたか？
②アスクで学ぶ中で一番印象に残っていることはなんですか？
③これから芸大美大を受験する後輩たちに向けてメッセージをお願いします！

①大切にしていたことは、先生のアドバイスや他の人の絵の
いい所を吸収して忘れないことです。それで次の制作に活か
そうとしていました。 スランプになったら大体生活が崩れて
いることが多いのでよく寝ました。 絵を描いてるときは時間
をよくみて逆算しながら計画を立てて描くように意識してい
ました。また、疲れてる時に無理はしないようにしました。

②生徒思いな先生のおかげで受かることができたと思いま
す。アドバイスもいつも的確にくれて、私ができてないところ
を全部言って直してくださりました。本当にめっちゃ感謝し
てます！大好きです！ 同じ高校の友人とはアスクで一緒に話
ができて楽しかったです。おかげで精神を保てました。ま
た、自分が憧れ、目標となるような同級生もおり、色彩もデッ
サンも立体も上手でいつも見ていました。そのたびに、私も
もっと頑張らないと、といつも思わされていました。

③応援してます頑張ってください～！
頑張ったらその分だけ上手くなると思うからいけますよ～。公式ツイッター

@kyotoartschool

follow me!
教室の様子や、講習・説明会のご案内、受験に
役立つ情報など、LINE・twitterで日々発信中！

京都アートスクール
LINE公式アカウント

①とにかく自分の苦手を無くしたいと思っていたので、毎回
課題をやる際には「今回は特にコントラストの強弱を意識
する！」というふうにプチ目標を決めて取りかかるようにして
いました。 

②長い期間指導していただいていたので、先生方に前より
改善できた点や、新たな課題を指摘してもらえたのは、良い
モチベーションにつながったと思います。

③大学の制作ではみんながつくるものに毎回圧倒されてい
ます。とにかく周りの人から学ぶことが沢山あるのですが、こ
れは受験期でも同じことだと思います。良いと思ったことは
自分の制作に取り入れて頑張ってください。

平澤　綾　さん
私立 大谷高等学校（京都）

京都市立芸術大学
デザイン科 合格！

川嶋　叶乃　さん
京都市立 銅駝美術工芸高等学校

金沢美術工芸大学
工芸科 合格！

※講習期間中は受付時間が異なります。HPをご確認ください。


