
新宿校/本校新宿校/本校

〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-16-6

Tel.03-5309-2811

Fax.03-5309-2671
Fax.03-6206-0862

秋葉原校/分校秋葉原校/分校

〒101-0023
東京都千代田区神田松永町4-1
ラウンドクロス秋葉原 2F

Tel.03-6206-0861
渋谷校/現役校渋谷校/現役校

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-17-16
渋谷ニュープラザビル2F

Tel.03-6419-7281

Fax.03-6419-7282

国立校/現役校国立校/現役校

〒186-0002
東京都国立市東1-4-20
E・A・S・T・1国立1F

Tel.042-577-1117

Fax.042-577-9700

◎新美WEBサイトより［本科登録］を行ってください。

◎ご登録後、授業料など必要金額をお振込ください。

◎ご入金確認後、本学院より送付された『入学申込書（契約
書）』にご記入・ご捺印の上、各校舎までご提出ください。

◎以上により入学手続完了となります。
※詳細は裏面の＜入学手続の方法＞よりご確認ください。

１．利用目的

①在学院生の管理上、必要とする名簿作成のため。
②本学院が企画する各種行事、及び主催するイベント等のご案内のため。
③在学院生もしくは出身高校への進路指導用として、出身高校からの要望に基づく資料提供のため。
④個人の情報が特定していない方法・形式による進路情報、及び統計資料の作成のため。

２．個人情報管理に関するお問い合わせ先は総合受付までお問い合わせください。

・申し込み時にご登録いただいた氏名・住所等の個人情報は、厳重に
取り扱い下記の利用目的以外では一切使用いたしません。
・当校では下記の利用のために、お預かりした個人情報の取り扱いを
外部に委託することがあります。この場合は個人情報を適正に取り
扱っていると認められる委託先を厳選し、守秘を義務付け適正な管理
を行っております。　

ena新美では全国各地から来られる学院生・講習会受講生のために学院指定の学生寮・学生会館をご紹介しております。親元を離れ勉学する皆さんが健康に、安全に学生生活を送れるよう配慮

された学生会館ですので、心配なく勉強に集中できる環境です。家具、エアコン、冷蔵庫、FAX電話など入館してすぐ生活できる設備が準備してあります。またインターネットの設備が完備してお

り専用回線で接続し、無料で使用できます。玄関オートロック、24時間セキュリティサービス、女子会館では防犯カメラが設置されており、管理人が常駐していますので急な病気、けが、など緊急

時でも対応ができ安心です。また近隣のウィークリーマンション・ビジネスホテルなどもご紹介しておりますのでご利用ください。

「国の教育ローン」は、教育のために必要な資金を融資する公的な制度で、
入学金や授業料などの費用に広く使うことができます。これから入学さ
れる人も在学生も利用することができます。
手続きは、保護者の方に直接、日本政策金融公庫の窓口もしくは取扱銀
行・信用金庫・農協等で行っていただくことになります。
詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫または教育ローンコールセンター
へお問い合わせください。

学生寮・学生会館

お問い合わせ：TEL 03-5309-2811

■ 特典

入
学
金

入
学
後
の
特
典

１学期　4月  9日～  7月 8日 G.W.　 4月30日～5月 6日
夏期　 7月 9日～8月30日
冬期  12月10日～1月 9日(2021年）
祝祭日 (講習会期間・3学期を除く)

2020

受 付 案 内
受付開始日　　●2020 年 3月 1日（土）より
受付時間　　　●月曜日～土曜日　A.M. 9：00～P.M. 6：00
（新宿本校）　　　　　　　日曜日　A.M. 9：00～P.M. 4：30

授業日程 休校日 授業日程
休校日に
ついて

◎芸大、美大、美術系専門学校などへ進学をめざす高校3・2・1
　年生
◎高校卒業生（高等学校卒業程度認定試験など同等の有資格者を
　含む）、美術系高校進学をめざす中学生（新宿校のみ）
◎2020年4月1日現在40歳以上の方は入学できません。
＊社会人の方でこれから芸大美大受験を志望される方は、事前に
　担当科講師との面接が必要になります。

■ 入学対象

■ 入学手続・学費納入

講習会受講生の方
2019年度 春・夏・冬期講習会
2020年度 春期講習会

入学推薦書を提出する方
初めて入学される方で、各高
校の先生より本学院に推薦さ
れた方は入学願書裏面の入学
推薦書を提出してください。

ena新美/新宿校・秋葉原校の昼間部生を対象とした「通学定期差
額補助制度」を設けています。詳しくは新宿校総合受付までお問
い合わせください。

●新宿校・秋葉原校昼間部に
　入学の場合
　入学金44,000円→ 半額免除

●新宿校（各科夜間部、映像科、
　建築科、先端芸術表現科、
　芸術学科、土日受験科、基礎科）
　秋葉原校（各科夜間部、基礎科）
　渋谷校、国立校、
　通信教育に入学の場合
　入学金22,000円→ 全額免除

入学金 → 全額免除
2019年度学院生の方
入試直前講座受講生も含む

各期講習会入会金 → 全額免除

公開実技模試料割引

2019・2020年度学院生

2020年度学院生

昼間部 A.M.10：00～／夜間部 P.M.5：30～

学費は全額納入が原則ですが、学費のうち授業料を２期に分けて納入で
きます。分納の場合第１回分は入学手続き時、第２回分は2020年7月
14日（火）までに納入してください。分納額は料金表を参照してください。

内部・外部生を問わず特待生を募集しています。
本学院では、芸大・美大への進学を希望する高卒生の経済的事情を考慮
して、実力者に授業料割引の特典をあたえる特待生制度を設けていま
す。学業、制作に専念できる集中力と熱意ある学生を、内部・外部生を問
わず広く募集しています。多くの方にこの機会を利用してもらうために、
新学期3回、2学期1回の募集を行います。

● 学費の分納

● 国の教育ローン

● 特待生制度

●個人情報の保護に関するお取り扱いについて

● 学費の注意事項

・入学手続き完了後の学費の返還については入学申込書（契約書）裏面
に記載されてある入学約款にてご確認ください。
・春・夏・冬の講習会などは、別途講習料が必要となります。

授業日・各期講習会日程・各行
事等の日程は、大学入試日程の
動向など諸事情により、変更す
る場合があります。

本科登録について

※その他の科・コースは、各授業の初日にガイダンスを行います。詳細は入学手続き時にお知らせ致します。

3回以上の分納を希望される方（高卒生対象）
オリコ提携教育ローン・スクールプランをご利用いただけます。
お問い合わせ先 ： （株）オリエントコーポレーション 学費サポートデスク

  0120-051-179（フリーダイヤル）
営業時間9：30～17：30（平日のみ）

※高校生以下につきましてはお申し込み方法が異なりますので、学院窓口へご相談ください。

※分納には分納手数料がかかります。
※詳しくは特待生募集要項、HPを参照してください。

通学定期差額補助制度

（昼間部以外の学生、また10月以降入学の昼間部生は対象外となります）

３学期　1月 10日～  3月  6日 (2021年）
※基礎科は3月13日まで

２学期　8月 31日～12月 9日

2020年 4月9日（木）ena新美/新宿校 2020年 4月9日（木）昼間部／夜間部 P.M.5：30～ena新美/秋葉原校
2020年 4月9日（木） 夜間部 P.M.5：30～ena新美/渋谷校・国立校

入学
ガイダンス

学生募集要項年度

※新美WEBサイトより『入学推薦書』を
ダウンロードし、先生にご記入いただい
たものを受付までご提出ください。

＜入学手続の方法＞

⬇ 新美WEBサイトよりお申し込み ○すでにマイページをお持ちの方 → マイページにログインの上、［本科登録］に進んでください。
○まだマイページをお持ちでない方 → ［新規登録］からマイページを作成してください。

⬇ 授業料のお支払い

➡ ［本科登録］ページ
○［本科登録］ページより、入学コースなど、必要情報をご入力ください。
※顔写真のアップロードが必要になります。写真画像データをご用意ください。

➡ 授業料など必要金額
○金額につきましては、マイページ［受講履歴］でご確認いただけます。

⬇ 入学申込書（契約書）のご送付・ご提出

➡ 入金確認・入学申込書（契約書）のご送付
○入金確認後、学院より入学申込書（契約書）をご送付いたします。
　ご記入・ご捺印の上、授業参加日までに各校舎にご郵送、もしくは各校舎受付までご提出ください。

➡ お支払い方法
○お支払い方法を全納または分納から選択し、次に進んでください。※分納には分納手数料がかかります。

➡ 申込内容確認
○お申し込みの内容をご確認の上、［申込み］ボタンを押してご登録ください。
※『入学推薦書』を提出する方は、新美のWEBサイトより『入学推薦書』をダウンロードし、先生にご記入いただいたものを必ず受付までご提出ください。

※ WEB以外でのご登録の場合

○WEBによるご登録ができない方は、申込書のご提出（手書き）でもご対応しております。新美WEBより『入

学願書』をダウンロード・プリントアウトし、ご記入の上、各校舎にご郵送もしくは受付までご提出ください。

※マイページを作成しますと、ポイントによる割引きや画材チケットへの交換など様々なサービスが受け

られます。できる限り、マイページでのご登録をお勧めしております。

ご希望の方はena新美 宿泊係 までおたずねください。 03-6419-7281（担当：渋谷校）

振込先口座名：（株）学究社新宿美術学院
　　　　　　 （カ）ガツキユウシヤ シンジユクビジユツガクイン
指定銀行：みずほ銀行　新宿西口支店
口座番号：普通　4925688

学費を振り込まれただけでは入学手続き完了となりません。
『入学申込書（契約書）』を速やかに本学院受付に提出または
郵送してください。

注 ： 

⬇ 振込手続

➡ 銀行振込（学費を銀行振込で納入の場合）
○必ず学生の氏名で指定銀行口座にお振込みください。尚、振込手数料はお客様でご負担願います。
※お振込が学生氏名でされていない場合は手続きにお時間を頂くことがあります。

学費 ・ 講習会費等の振込みについて

○法令により、金融機関の窓口において10万円を越える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要です。（ATMでは、10万円を越える現金の
振込みは出来ません。）○10万円を越える学費を現金で振り込む場合、指定の振込用紙とともに、本人確認書類（運転免許証、健康保険証、パスポート等）を提
示した上で振込みを行っていただく必要があります。本人確認書類を忘れずにご持参いただくようお願いいたします。○現金でなく預貯金口座を通じて振込
みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいても、従来どおりの振込みを行うことが基本的に可能です。（口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合
には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。）



東京芸大デザイン科専願
（各国公立・私立美大併願受験に対応）

東京芸大工芸科専願
（各国公立・私立美大併願受験に対応）

多摩美大、武蔵野美大を第一に志望
（各国公立・私立美大併願受験に対応）

高
卒
生

高
3
生
・
高
卒
生

留
学
生

高
1
・
2
生

学年・部・科・コース
油絵科
日本画科
彫刻科昼

間
部

夜間/週5日コース (月～金)
デッサン、油絵、日本画、彫刻、デザイン・工芸クラス

土曜コース
デッサン、油絵、日本画、彫刻、デザイン・工芸クラス

日曜コース
デッサン、油絵、日本画、彫刻、デザイン・工芸クラス

週2日コース（フレキシブル）
デッサンクラス

受験コース

ビギナーコース

基
礎
科

夜間/週3日コース (月火水)
デッサン、油絵、日本画、彫刻、デザイン・工芸クラス

夜間/週3日コース (木金土)
デッサン、油絵、日本画、彫刻、デザイン・工芸クラス

映像科/一般入試コース (木・金・日)

映
像
/
建
築
/
先
端
/
芸
術
学

一般入試コース (1・2・3学期)
油絵、デザイン・工芸クラス

推薦入試コース (1・2学期)
油絵、デザイン・工芸クラス

油絵科

日本画科

彫刻科

デザイン・工芸科

夜
間
部

東京芸大、多摩美大、武蔵野美大、他
（各国公立・私立美大受験に対応）

東京芸大、多摩美大、武蔵野美大、他
（各国公立・私立美大受験に対応）

対象科：油絵科、デザイン・工芸科
東京芸大、多摩美大、武蔵野美大、東京造形大、
女子美大、日芸、桑沢、他
（各国公立・私立美大受験に対応）

対象科：油絵科、デザイン・工芸科
多摩美大、武蔵野美大、東京造形大、
女子美大、日芸、などのAOおよび推薦試験
（各国公立・私立美大受験に対応）

武蔵野美大映像学科、東京造形大映像系専攻、
日芸映像系学科、他
（各国公立・私立美大受験に対応）

武蔵野美大映像学科公募推薦、
東京造形大AO映像系専攻、日芸映像系学科、他
（各国公立・私立美大映像系推薦入試に対応）

東京芸大建築科、武蔵野美大建築学科、他
（各国公立・私立理工系建築学科実技対策に対応）

武蔵野美大建築学科公募推薦、
早稲田創造理工創生入試、東工大AO、他
（各国公立・私立理工系建築学科実技対策に対応）

東京芸大先端芸術表現科、他
（各国公立・私立美大受験に対応）

東京芸大芸術学科

多摩美大、武蔵野美大、女子美大、他
（各美大の芸術学科に対応）

多摩美大、武蔵野美大、女子美大、他
（各美大の留学生試験に対応）

美大をめざす高1・高2生

美術系高校をめざす中3生

美術系高校をめざす中1・2生

◎3学期入試直前期間の特別授業料は、
　年間授業料に含まれています。

映像科/推薦コース(1・2学期)

建築科/一般入試コース (土・日)
◎3学期入試直前期間の特別授業料は、
　年間授業料に含まれています。

建築科/推薦コース(1・2学期)

先端芸術表現科/火水日コース
◎3学期入試直前期間の特別授業料は、
　年間授業料に含まれています。

志望校

芸術学科
通信教育コース 

芸大クラス

私大クラス

土
日
受
験
科

夜間部留学生試験コース
（1・2学期）
油絵、日本画、彫刻、デザイン・工芸クラス

土日受験留学生試験コース
（1・2学期）
油絵、デザイン・工芸クラス

映像科留学生試験コース 
（1・2学期）

夜
間
/
土
日
/
映
像

◎スクーリング授業料は、
　年間授業料に含まれて
　います。

 (日曜日のみ)

中
学
生

中
学
生

受
験
科

ena新美 /  新宿校 本校 学費 各科随時入学できます。
その場合の学費は総合受付にお問い合わせください。（単位は　円）

デザイン科総合コース

工芸科

デザイン科私立美大コース

デ
ザ
イ
ン
・

　
　工
芸
科

授業料入学金授業時間

昼間/月曜～土曜
A.M.9：30～P.M.4：30

税込価格

44,000
本体価格

40,000

税込価格

22,000
本体価格

20,000

税込価格

22,000
本体価格

20,000

税込価格

22,000
本体価格

20,000

税込価格

22,000
本体価格

20,000

税込価格

22,000
本体価格

20,000

税込価格

22,000
本体価格

20,000

夜間/月曜～金曜
P.M.5：30～P.M.8：30

夜間/月曜～水曜
P.M.5：30～P.M.8：30

夜間/木曜～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30

午後・夜間/土曜
P.M.2：30～P.M.8：30

昼間/日曜
A.M.9：30～P.M.4：30

夜間/木曜・金曜 P.M.5：30～P.M.8：30
昼間/日曜 　　　A.M.9：30～P.M.4：30

夜間/土曜
P.M.5：30～P.M.8：30
昼間/日曜
A.M.9：30～P.M.4：30

＊3学期の授業時間(A.M.9：30～P.M.4：30)
1/11～2/5の4週間は週5日間（月～金曜日）

夜間/木曜・金曜 P.M.5：30～P.M.8：30
昼間/日曜 　　　A.M.9：30～P.M.4：30

夜間/土曜 P.M.5：30～P.M.8：30
昼間/日曜 A.M.9：30～P.M.4：30
＊3学期の授業時間(A.M.9：00～P.M.4：00)
1/18～3/5の7週間は週5日間（月～金曜日）

昼間/日曜 A.M.9：30～P.M.4：30

夜間/火曜・水曜 P.M.5：30～P.M.8：30
昼間/日曜 　　　A.M.9：30～P.M.4：30
＊3学期の授業時間(A.M.9：30～P.M.4：30)
1/18～3/6の7週間は週6日間（月～土曜日）

夜間/月曜～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30

夜間/土曜
P.M.5：30～P.M.8：30
昼間/日曜
A.M.9：30～P.M.4：30

夜間/木・金曜
P.M.5：30～P.M.8：30
昼間/日曜
A.M.9：30～P.M.4：30

小論文+英語（38回）
スクーリング（月1回/日曜）

小論文（35回）
スクーリング（月1回/日曜）

税込価格

762,300
本体価格

693,000

税込価格376,200
本体価格342,000

税込価格327,250
本体価格297,500

税込価格366,300
本体価格333,000

税込価格277,200
本体価格252,000

税込価格336,600
本体価格306,000

税込価格184,800
本体価格168,000

税込価格415,800
本体価格378,000

税込価格163,350
本体価格148,500

税込価格148,500
本体価格135,000

税込価格534,380
本体価格485,800

税込価格292,600
本体価格266,000

税込価格346,500
本体価格315,000

税込価格396,000
本体価格360,000

税込価格287,100
本体価格261,000

税込価格188,100
本体価格171,000

税込価格227,700
本体価格207,000

税込価格240,900
本体価格219,000

税込価格198,000
本体価格180,000

税込価格234,850
本体価格213,500

税込価格169,400
本体価格154,000

税込価格216,700
本体価格197,000

税込価格116,600
本体価格106,000

税込価格265,100
本体価格241,000

税込価格110,825
本体価格100,750

税込価格101,750
本体価格92,500

税込価格316,360
本体価格287,600

税込価格178,200
本体価格162,000

税込価格209,000
本体価格190,000

税込価格253,000
本体価格230,000

税込価格186,450
本体価格169,500

税込価格125,950
本体価格114,500

税込価格150,150
本体価格136,500

税込価格146,300
本体価格133,000

税込価格140,250
本体価格127,500

税込価格142,450
本体価格129,500

税込価格118,800
本体価格108,000

税込価格130,900
本体価格119,000

税込価格316,800
本体価格288,000

税込価格495,000
本体価格450,000

税込価格204,600
本体価格186,000

税込価格313,500
本体価格285,000

税込価格123,200
本体価格112,000

税込価格192,500
本体価格175,000

税込価格79,200
本体価格72,000

税込価格161,700
本体価格147,000

税込価格63,525
本体価格57,750

税込価格57,750
本体価格52,500

税込価格229,020
本体価格208,200

税込価格125,400
本体価格114,000

税込価格148,500
本体価格135,000

税込価格154,000
本体価格140,000

税込価格111,650
本体価格101,500

税込価格73,150
本体価格66,500

税込価格88,550
本体価格80,500

税込価格227,700
本体価格207,000

税込価格150,150
本体価格136,500

税込価格88,550
本体価格80,500

税込価格237,600
本体価格216,000

税込価格156,200
本体価格142,000

税込価格92,400
本体価格84,000

税込価格198,000
本体価格180,000

税込価格132,000
本体価格120,000

税込価格77,000
本体価格70,000

全納

税込価格

476,850
本体価格

433,500

分納前期

税込価格

296,450
本体価格

269,500

分納後期
授業料入学金授業時間

昼間/月曜～土曜
P.M.1：30～P.M.8：30

税込価格

44,000
本体価格

40,000

税込価格

22,000
本体価格

20,000

税込価格

762,300
本体価格

693,000

全納
税込価格

476,850
本体価格

433,500

分納前期
税込価格

296,450
本体価格

269,500

分納後期

夜間/月曜～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30
※上記から週2日を選択

昼間/日曜
A.M.9：30～P.M.4：30

税込価格

22,000
本体価格

20,000

夜間/月曜～金曜
P.M.5：30～P.M.8：30

夜間/月曜～金曜
P.M.5：30～P.M.8：30

夜間/月曜～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30

午後・夜間/土曜
P.M.2：30～P.M.8：30

午後・夜間/土曜
P.M.2：30～P.M.8：30

税込価格396,000
本体価格360,000

税込価格287,100
本体価格261,000

税込価格188,100
本体価格171,000

税込価格253,000
本体価格230,000

税込価格186,450
本体価格169,500

税込価格125,950
本体価格114,500

税込価格154,000
本体価格140,000

税込価格200,200
本体価格182,000

税込価格125,400
本体価格114,000

税込価格85,800
本体価格78,000

税込価格111,650
本体価格101,500

税込価格425,700
本体価格387,000

税込価格316,800
本体価格288,000

税込価格271,150
本体価格246,500

税込価格204,600
本体価格186,000

税込価格165,550
本体価格150,500

税込価格495,000
本体価格450,000

税込価格313,500
本体価格285,000

税込価格192,500
本体価格175,000

税込価格123,200
本体価格112,000

税込価格257,950
本体価格234,500

税込価格158,400
本体価格144,000

税込価格110,550
本体価格100,500

税込価格227,700
本体価格207,000

税込価格150,150
本体価格136,500

税込価格88,550
本体価格80,500

税込価格73,150
本体価格66,500

＜週6日クラス＞
夜間/月曜～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30

＜週3日クラス＞
夜間/月～水曜 or 木～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30

※後期納入期限 : 7/14

夜間/P.M.5：00～P.M.7：30 １回券 /クロッキー会（新宿校/学院生のみ）
私物保管のため、入学時に
個人用ロッカーを借りて下さい。ロッカー貸出 年間ロッカー使用料

(保証金) 

１・２学期のみ
ロッカーは保証金をお預かりして、ロッカーのキー返却後に手数料500円を除く保証金を返
金致します。但し、期日内にロッカーのキーを返却されない場合は保証金は返金されません。2,000円 

５回券 / 

油絵科、デザイン・工芸科
週6日クラス

油絵科、デザイン・工芸科
週3日クラス（月火水 / 木金土）

油絵科、デザイン・工芸科
週5日クラス

推薦受験コース (1・2学期)
週3日クラス（月火水 / 木金土）

推薦受験コース (1・2学期)
週1日クラス

● 3学期（2021年1月）は入試直前 美大学科対策講座として多摩美大・武蔵野美大対策 英語・国語の講座を開講し、改めて申込み受付を行います。

各講座
1・2学期

日曜日［45分×2コマ］
P.M.1：00～2：40（予定）

※10分間の休憩が
　はいります。

税込価格

50,050
本体価格

45,500
日曜美大英語
□私立美大対策秋葉原校 / 全コース・クラス受験生対象

日曜日［45分×2コマ］
P.M.3：00～4：40（予定）

※10分間の休憩が
　はいります。

日曜美大国語
□私立美大対策

税込価格

84,700
本体価格

77,000

学年・部・科・コース・クラス 学科内容 授業時間 期間 学費
美
大
学
科

高
3
生
・
高
卒
生 特典価格

2講座合計

夜
間
部

油絵科

日本画科

デザイン・工芸科

東京芸大、多摩美大、武蔵野美大、他
（各国公立・私立美大受験に対応）

多摩美大、武蔵野美大、他
（各国公立・私立美大推薦入試・AO入試に対応）

高
3
生

ena新美 /  渋谷校・国立校 現役校 学費 各科随時入学できます。
その場合の学費は総合受付にお問い合わせください。（単位は　円）

学年・部・科・コース

受
験
科

高
1
・
2
生

基
礎
科

夜間/週5日コース
月～金/デッサン、油絵、デザイン・工芸クラス
夜間/週3日コース
（月火水/木金土）
デッサン、油絵、デザイン・工芸クラス

夜間/土曜コース
週1日/デッサン、油絵、デザイン・工芸クラス

税込価格4,400 本体価格4,000税込価格1,100 本体価格1,000

高
卒
生

高
3
生

ena新美 /  秋葉原校 分校 学費
学年・部・科・コース

昼
間
部

東京芸大、多摩美大、武蔵野美大、他
（各国公立・私立美大受験に対応）

志望校

各科随時入学できます。
その場合の学費は総合受付にお問い合わせください。（単位は　円）

週2日コース（フレキシブル）
デッサンクラス

高
1
・
2
生

夜間/週5日コース (月～金)
デッサン、油絵、日本画、デザイン・工芸クラス

夜間/週6日クラス (月～土)
デッサン、油絵、日本画、デザイン・工芸クラス

夜間/週5日クラス (月～金)
デッサン、油絵、日本画、デザイン・工芸クラス

夜間/週3日クラス (月火水/木金土)
デッサン、油絵、日本画、デザイン・工芸クラス

推薦受験/週3日クラス (1・2学期)
デッサン、油絵、日本画、デザイン・工芸クラス

推薦受験/週1日クラス (1・2学期)
デッサン、油絵、日本画、デザイン・工芸クラス

土曜コース
デッサン、油絵、日本画、デザイン・工芸クラス

週2日コース（フレキシブル）
デッサンクラス

基
礎
科

夜間/週3日コース (月火水/木金土)
デッサン、油絵、日本画、デザイン・工芸クラス

美大をめざす高1・高2生

授業料

税込価格495,000
本体価格450,000

税込価格425,700
本体価格387,000

税込価格316,800
本体価格288,000

税込価格257,950
本体価格234,500

税込価格200,200
本体価格182,000

入学金授業時間

夜間/月曜～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30

夜間/月曜～金曜
P.M.5：30～P.M.8：30

午後・夜間/土曜
P.M.2：30～P.M.8：30

税込価格

22,000
本体価格

20,000

東京芸大、多摩美大、武蔵野美大、他
（各国公立・私立美大受験に対応）

多摩美大、武蔵野美大、他
（各国公立・私立美大推薦入試・AO入試に対応）

志望校

税込価格396,000
本体価格360,000

税込価格287,100
本体価格261,000

税込価格188,100
本体価格171,000

税込価格

22,000
本体価格

20,000
美大を目指す高1・2生

夜間/月曜～金曜
P.M.5：30～P.M.8：30

午後・夜間/土曜
P.M.2：30～P.M.8：30

P.M.5：30～P.M.8：30

or

or

夜間/月曜～水曜
　　 木曜～土曜

P.M.5：30～P.M.8：30

夜間/月曜～水曜
　　 木曜～土曜

全納
税込価格313,500
本体価格285,000

税込価格271,150
本体価格246,500

税込価格204,600
本体価格186,000

税込価格158,400
本体価格144,000

税込価格125,400
本体価格114,000

税込価格253,000
本体価格230,000

税込価格186,450
本体価格169,500

税込価格125,950
本体価格114,500

分納前期
税込価格192,500
本体価格175,000

税込価格165,550
本体価格150,500

税込価格123,200
本体価格112,000

税込価格110,550
本体価格100,500

税込価格85,800
本体価格78,000

税込価格154,000
本体価格140,000

税込価格111,650
本体価格101,500

税込価格73,150
本体価格66,500

税込価格227,700
本体価格207,000

税込価格150,150
本体価格136,500

税込価格88,550
本体価格80,500

分納後期

夜間/月曜～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30
※上記から週2日を選択

P.M.5：30～P.M.8：30

or夜間/月曜～水曜
　　 木曜～土曜

P.M.5：30～P.M.8：30

or夜間/月曜～水曜
　　 木曜～土曜

P.M.5：30～P.M.8：30

or夜間/月曜～水曜
　　 木曜～土曜

P.M.5：30～P.M.8：30

or夜間/月曜～水曜
　　 木曜～土曜

夜間/月曜～土曜
P.M.5：30～P.M.8：30
※上記から週2日を選択

● 3学期（2021年1月）は入試直前 美大学科対策講座として多摩美大・武蔵野美大対策 英語・国語の講座を開講し、改めて申込み受付を行います。

学年・部・科・コース・クラス 学科内容 授業時間 期間 学費
美大国語
□私立美大対策

美大英語文法
□私立美大対策

美大英語読解
□私立美大対策

税込価格

50,050
本体価格

45,500

税込価格

50,050
本体価格

45,500

テザイン・工芸科
デザイン総合コース・私立美大コース・工芸科

油絵科・日本画科・彫刻科・土日受験科
映像科・建築科・先端芸術表現科
芸術学科・基礎科受験生対象

月曜日［45分×2コマ］
P.M.5：30～7：10（予定）

1・2学期
各講座

各講座

※10分間の休憩が
　はいります。

火曜日［45分×2コマ］
P.M.5：30～7：10（予定）

※10分間の休憩が
　はいります。

水曜日［45分×2コマ］
P.M.5：30～7：10（予定）

※10分間の休憩が
　はいります。

土曜美大英語
□私立美大対策全科夜間部/受験生対象 土曜日［45分×2コマ］

P.M.2：20～4：00（予定） 1・2学期※10分間の休憩が
　はいります。

※美大国語、美大英語文法、美大英語読解、の3科目受講した場合、特典価格に割引されます。

税込価格

130,900
本体価格

119,000

必修制

選択制

高
3
生
・
高
卒
生

高
3
生

美
大
学
科

特典価格
3講座合計

● 3学期（2021年1月）は入試直前 美大学科対策講座として多摩美大・武蔵野美大対策 英語・国語の講座を開講し、改めて申込み受付を行います。

各講座
1・2学期

日曜日［45分×2コマ］
P.M.1：00～2：40（予定）

※10分間の休憩が
　はいります。

※渋谷校・日曜美大国語、日曜美大英語 / 国立校・土曜美大国語、
土曜美大英語のそれぞれ2科目受講した場合、特典価格に割引されます。

税込価格

50,050
本体価格

45,500
日曜美大英語
□私立美大対策渋谷校 / 全コース・クラス受験生対象

国立校 / 全コース・クラス受験生対象

日曜日［45分×2コマ］
P.M.3：00～4：40（予定）

※10分間の休憩が
　はいります。

日曜美大国語
□私立美大対策

税込価格

84,700
本体価格

77,000

各講座
1・2学期

土曜日［45分×2コマ］
P.M.2：00～3：30（予定）

税込価格

50,050
本体価格

45,500
土曜美大国語
□私立美大対策

土曜日［45分×2コマ］
P.M.3：50～5：20（予定）

土曜美大英語
□私立美大対策

税込価格

84,700
本体価格

77,000

学年・部・科・コース・クラス 学科内容 授業時間 期間 学費

高
3
生

美
大
学
科

特典価格
2講座合計

特典価格
2講座合計

※秋葉原校・日曜美大国語、日曜美大英語 
それぞれ2科目受講した場合、特典価格に割引されます。

各学期全校舎受験生対象
税込価格

10,450
本体価格

9,500多摩美大小論文
添削講座 ※講義は無く、添削指導のみ 1学期 9回

2学期 9回

高
3
生
・
高
卒
生

美
大

学
科

※後期納入期限 : 7/14

※後期納入期限 : 7/14
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