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合格へのマイルストーン

実戦実技模試

実技模試をマイルストーン（中間目標地点）として活
用しましょう。具体的な課題が明確になり、つぎへの
目標を立てることができる実戦実技模試を受験する
ことで、緊張感を保った学習が可能となります。先輩
たちの合格再現作品の得点や、模試得点など、豊富
なデータから出題と評価を行っています。

アスクだから続けられる。　続ける先に合格がある。
実技講師
個性豊かな実技講師陣が、生徒一人ひとりに寄り添った指導を行っています。

競い合う仲間がいる教室
毎年200名近い受験生が、京都アートスクールから志望校に合格しています。
多くの作品の中で自分自身の作品の立ち位置を知ることや、他の生徒の作品を
見ること、その講評に耳を傾けることも、美術を学ぶ上でとても大切な時間です。
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授業の流れ

予習 「課題サイト」で課題を
事前にチェック！

導入 資料や参考作品を用いた導入

制作 制作をする中で、思考する

講評 講評で確認

課題サイトはこちら

定期的な三者面談を実施しています。講師と生徒は
もちろん、保護者の方とも一緒に進路を考えていき
ます。志望校の選び方や、併願の方法など受験に対
する不安や心配を一つずつ無くしていきましょう。

三者面談
一緒に進路を考えていきます

アスクにはスマートフォンやPCで確認できる「課題
サイト」があります。学期ごとの授業のスケジュール
や、各課題の導入動画や課題文がアップされていま
すので、1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後にどのような課題
を制作するのかをイメージしながら日々の制作を行
えます。
※閲覧には、IDとパスワードが必要になります。

ネットで予習！

課題サイト

モチベーションを維持
し続ける理由があり

ます。
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以下の道具・画材は京都アートスクールの画材注文書よりまとめて注文することもできます。
ご希望の方は、事務局までご連絡、ご相談ください。
また「※印」の道具・画材は、画材注文書では購入できません。お手数ですが、お近くの画材店でご購入ください。

●鉛筆描写／鉛筆デッサン
5.羽ぼうき鴨(大)（holbein）
6.ホルダー消しゴム（mono）
7.練りゴム（文房道堂）
8.鉛筆 uni　16本セット 
※1　Hi-uni

※2　ステッドラー
※3　デッサンスケール

●立体表現／立体構成
9.カッターナイフ
10.方眼直定規（メタルエッジ）
11.三角定規30cm
12.コンパス（ステッドラー554TOI）
13.はさみ（アレックス）#185
14.粘土ヘラ（ステンレス製 5本） 
15.ラジオペンチM＆M
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●カルトン
1.カルトン 全判ダブル（holbein）
2.カルトンバッグ全判用 
3.カルトン 半切りダブル（holbein） 
 ４つ切りサイズ
4.カルトンバッグ半切り用
※1　目玉クリップ
※2　クロッキーブック
▶カルトンは全判ダブルか半切ダブルのどちらかを準
備してください。

各科目、実技対策スタート時に最小限そろえるべき画材を記載しています。対策の段階に応じ、記載していない絵具や筆など、その他の画材をお近くの画材店などで各
自準備をしてください。必要な画材をそろえることは、制作において重要な要素です。画材の選択について、教室にて講師に相談いただくことも可能です。
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※1

●着彩
16.透明水彩絵具12色セット（holbein）
17.水彩パレット　アルミ製13仕切

●筆洗・筆
18.プラスチック角筆洗（holbein）
19.彩色筆　大大
20.彩色筆　中
21.白毛平筆　５号
22.白毛平筆　８号
23.面相筆
24.丸筆（ニューリセーブル3100Ｒ16号）
25.丸筆（ニューリセーブル3100Ｒ10号）
26.丸筆（ニューリセーブル3100Ｒ6号）
27.平筆（ニューリセーブル3100Ｈ８号）
28.平筆（ニューリセーブル3100Ｈ16号）

●色彩表現／色彩構成／
　イメージ表現
29.アクリルガッシュ18色セット（holbein）
30.デザインパレット（Ｐ.Ｐ樹脂製）
31.絵具皿小（陶磁器8.5cm）×5枚
※1　色鉛筆　油性12色セット（holbein）
▶京都市立芸術大学受験者は、色彩受験用具に記載されて
いる透明水彩絵の具等も必要です。

※ほかの予備校や画塾などで対策をしていた2浪以上の生徒は、SPコースに所属することはできません。

小学５年生～中学2年生、
受験目的でない中学3年生、
大学生、社会人

SP（スーパー）

2022-23

通学部　入学案内

受験生　通学部ガイド通学部　入学案内 基礎生　通学部ガイド
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合格再現作品gallery 関東私大・関西私立芸大／     美術系高校
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※ 濃紺は国公立大学

※ 緑は私立大学

※ 濃紺は国公立大学

※ 緑は私立大学

神戸芸術工科大学

京都美術工芸大学
京都東山キャンパス
京都美術工芸大学
京都東山キャンパス

京都精華大学

嵯峨美術大学嵯峨美術大学
嵯峨美術短期大学嵯峨美術短期大学

京都市立芸術大学京都市立芸術大学
京都教育大学京都教育大学

京都芸術大学京都芸術大学

京都工芸繊維大学
デザイン・建築学課程
京都工芸繊維大学
デザイン・建築学課程

大阪成蹊大学
芸術学部
大阪成蹊大学
芸術学部

大阪教育大学大阪教育大学

大阪芸術大学大阪芸術大学
奈良芸術短期大学奈良芸術短期大学

奈良教育大学奈良教育大学

滋賀大学
教育学部
滋賀大学
教育学部

成安造形大学成安造形大学

愛知県立芸術大学

名古屋学芸大学
メディア造形学部
名古屋学芸大学
メディア造形学部

名古屋造形大学名古屋造形大学
名古屋芸術大学 名古屋市立大学

芸術工学部
名古屋市立大学
芸術工学部

滋賀県立大学
生活デザイン学科／環境建築デザイン学科
滋賀県立大学
生活デザイン学科／環境建築デザイン学科

＝京都アートスクール＝京都アートスクール

■ 芸大の集まる京都・滋賀・名古屋と京都アートスクール
日本の伝統文化が色濃く残る京都には、芸術系大学も数多くあります。そんな芸
大の街・京都を中心に、関西と名古屋周辺には、芸術を学べる多くの大学が集結
しています。京都アートスクールは、京都に2校（京都駅前七条校と京都北大路駅
前校）、滋賀に1校(滋賀本部彦根駅前校)を持つ、芸大受験予備校です。京都市

立芸術大学や東京藝術大学、金沢美術工芸大学や愛知県立芸術大学などの難
関国公立芸大や、関西・関東・名古屋の私立芸大の対策を行っています。「考える
力」と「技術力」、両方を養うことのできる指導を実施しています。近年では、美術
系高校を受験する中学生の教育にも力を入れています。

■ 東京周辺
東京周辺にも芸大・美大は集結していま
す。企業も多く、就職にはやはり有利でし
ょう。また、競争が激しいことで磨きのか
かる環境は首都ならではの良さだと言え
ます。近年、京都アートスクールでは、多
摩美術大学や武蔵野美術大学など関東
難関私立大学にもコンスタントに合格者
を輩出しています。

芸術、美術を学ぶことのできる大学は、芸術系の学部だけを擁する「芸大・美大」と、文
系や理系などの芸術系以外の学部も持つ「一般大学」の２つに分けることができます
。国公立大学は全国に多数ありますが、『芸術系の学部のみの国公立大学』は全国に
７つしかありません。特に「五芸大」と呼ばれる東京藝術大学・京都市立芸術大学・金
沢美術工芸大学・愛知県立芸術大学・沖縄県立芸術大学には美術・デザイン・工芸を

集中して学ぶことができる環境が整っています。一方、滋賀県立大学や広島市立大学
のような芸術系以外の学部を持つ一般大学では、文系・理系の様々な分野の人達と
の交流が広がります。私立の芸大・美大は関西と名古屋周辺、そして東京周辺に集中
していることが特徴です。こういった全体像を把握しながら、自分が4年間過ごすのに
適した大学や地域を調べることからはじめましょう。

※記載していない大学も多数あります。
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※事前に京都アートスクール公式LINEへの登録をお願いしています。

ホームページの申込フォームからお申し込み
することができます。もしくはお電話でも受付
可能です。

当日、開始時刻の5分前には入室してください。
通信量が多くなることが予測されます。
ご自宅がWi-Fi環境かご確認ください。

日時決定後、LINEで面談のためのZoomミーテ
ィングルームＵＲＬを送信します。Zoomアカ
ウントを登録せずに利用することが可能です。
スマホ、タブレットでZoomを利用される方は
事前にアプリのインストールをお願いします。

京都アートスクール
LINE公式アカウントを活用しよう！

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。



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夏期の京芸模試で予想より成績が伸びず、辛い時期がありま
したが、悔しさを糧に、一つ一つの課題に向き合い続けました。

②先輩や友達に積極的に話しかけて、互いに技術を盗み合
い、高め合うことで、みんなで共に成長した日々は大切な思
い出です。

③私は、どんなに枚数を描いても自信が持てなくて、不安と
焦りに襲われる日々でした。それでも、先生方が可能性を
引き出して下さったからこそ、今の私があると思っていま
す。自分の目標に真っ直ぐに、皆さんが春を迎えられること
を願っています。

①夏休みと共通テスト後はひたすら実技に打ち込みました。
美術館や博物館にも積極的に足を運んで少しでもいいなと
感じた色の組み合わせや構図は自分の作品に取り入れてい
ました。

②同じ目標を持つ友人ができたことです。情報や意見を交
換したり、スランプのときには励まし合うことで気持ちを切り
替えていました。

③1番大切なのは状況を楽しむことです。コロナで思うよう
に受験対策ができなかったり模試や本番で緊張したり苦手
なモチーフばかりのデッサンなどいろんな出来事があると
思いますが、嫌なことも全て面白がってやる！！という気持ち
でいれば大抵のことは乗り越えられます。息抜きもしつつ学
科も実技も頑張ってください。応援しています。

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

飯田　真由　さん
私立 比叡山高等学校（滋賀）

京都市立芸術大学
美術科 合格！

山本　雲音　さん
大阪府立 豊中高等学校

京都市立芸術大学
美術科 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。


