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芸大美大
美術系高校
受験予備校

芸大美大
美術系高校
受験予備校

●通常授業日程●通常授業日程 1学期 2学期 3学期 [2020年 ]1学期 2学期 3学期 [2020年 ]

夏期講習 冬期講習 直前講習 春期講習

油絵科〈昼間部〉〈夜間部〉
日本画科〈昼間部〉〈夜間部〉
デザイン・工芸科〈昼間部〉〈夜間部〉

基礎科〈受験準備コース〉

基礎科〈基礎４日コース〉

日曜部〈油絵・日本画・教育系〉
日曜部〈デザイン・工芸・教育系〉

基礎科〈日曜コース〉

美術系高校受験科＊1

4/10(水)～7/13(土) 9/2(月)～12/14(土) 1/8(水)～3/13(金)

4/10(水)～7/13(土) 9/2(月)～12/14(土) 1/8(水)～3/7(土)

4/10(水)～7/13(土) 9/4(水)～12/14(土) 1/8(水)～3/7(土)

4/14(日)～7/14(日) 9/8(日)～12/8(日) 1/8(水)～3/13(金)

4/14(日)～7/14(日) 9/8(日)～12/8(日) 1/12(日)～3/8(日)

4/14(日)～7/14(日) 9/8(日)～12/8(日) 1/12(日)～3/8(日)

12/18(水)～1/6(月)
※12/25（水）より後期コース

7/22(月)～8/24(土)
※ターム制
※最短2タームより受講可

1/8(水)～3/13(金)
※1日単位で申込み可

3/26(木)～4/4(土)

12/25(水)～1/6(月)
※最短半日～受講日程選択可

7/29(月)～8/4(日)
※最短半日～受講日程選択可

1/12(日)～2/23(日)
※授業は期間内、日曜日のみ

3/28(土),29(日)
※受講料無料

●講習授業日程●講習授業日程

※祝日について
　［平日に授業をおこなう科…授業期間内の祝日はすべて休校となりますが、コンクールや模試等の行事で一部授業を実施する場合があります。］

　　　　　　　　［日曜に授業をおこなう科…授業期間内の日曜日が祝日にあたる場合でも授業をおこないます。］
＊1美術系高校受験科は、中学3年生対象の北辰テスト実施日と重なる授業日が休講となります。　→休講日［4/28,6/16,7/14,9/1,29,11/3,12/1,2020年1/26］

※各講習を受講される場合は別途お申込みが必要です

2019年度 年間スケジュール　※日程は予告なく変更する場合があります2019年度 年間スケジュール　※日程は予告なく変更する場合があります
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授業日となる
科・コース

日曜が
授業日となる
科・コース

油絵科
日本画科
デザイン工芸科
基礎科

美術系高校受験科

高校生
高卒生

中学生

2020年

2020年 2020年 2020年

2020年 2020年
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彩光舎美術研究所

Saikosha Art School

彩光舎美術研究所

2019年度
学生募集要項

開設科

油絵科
日本画科

デザイン・工芸科
日曜部　油絵・日本画・教育系デザイン・工芸・教育系

美大学科
基礎科

美術系高校受験科

2019
好
き
を
の
ば
そ
う



 9:00～昼間部（油絵/日本画/デザイン・工芸）
17:30～夜間部（油絵/日本画/デザイン・工芸）、基礎科基礎４日コース

10:00～日曜部（油絵・日本画・教育系、デザイン・工芸・教育系）、基礎科日曜コース、　　　　美術系高校受験科（１日または午前コース）　※午後コースは14：00～となります　

○個人情報の保護とお取り扱いについて

入学・受講お申し込みに際しご記入いただきました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致しません。

○利用目的
　１.在学・受講生徒の指導・管理上必要となる名簿作成のため
　２.講習会・学校行事等の資料送付や、事務連絡等送付のため
　３.個人の特定ができない方法や表記による進路情報・統計資料作成のため
　４.本校が発行する合格者一覧への合格校・氏名・出身校目の掲載

個人情報に関するお問い合わせは当研究所・受付までお願い致します
→　TEL.048-824-2522

入学上の注意点
■大地震発生時や台風・大雨・雪などによる天候悪化とそれに因る交通網の乱れが発生・予
　想された場合や感染性ウィルス疾患の流行が確認された際などで授業実施ならびに登下
　校に支障をきたすと判断した場合、授業打ち切りや臨時休校する場合があります。

■他者への迷惑や違法行為、教職員の指示に従わない者などで授業の継続が困難であると
　判断した場合、退学を命じる場合があります。

■在籍期間内に制作した作品やその写真、授業風景の記録などを本校が発行する各種パン
　フレットやウェブサイト等で使用する場合があります。

■一旦納入された学費は、理由の如何に関わらずお返しいたしません。
■上記年間学費は、2019年4月より2020年3月までの定められた授業期間分となります。
　※学科(英語・国語)のみ、2019年4月より12月までの授業期間分となります。
■次の場合、除籍扱いとさせていただく場合があります。
　［学費納入が長期間滞った場合］
　［学習意欲が著しく低く、改善の見込みがないと判断した場合や無断欠席が長期間続いた場合］
■年間学費には、個人で使用される画材や課外授業などに関わる交通費などの諸費は含まれません。
■年間学費には、春期・夏期・冬期におこなう講習費用は含みません。
■全科・コースとも月毎の受付で随時入学が可能です。途中入学をご希望の方はお問い合せください。
■入学後にコースを変更することもできます。ご希望の際はお問い合せください。

❶　受講科・コースを決める

❷　入学手続きをおこなう

高校3年生及び高等学校卒業またはそれと同等の資格を
有する者で、入試において実技試験を課す芸大・美大・専
門学校等への進学志望者を対象とする

入学
資格

油絵科
日本画科

デザイン・工芸科

油絵科
日本画科

デザイン・工芸科

昼間部

基礎科

 

美術系高校受験科

夜間部

日曜部 油絵・日本画・教育系
デザイン・工芸・教育系

受験準備
基礎４日

日曜

高校卒業またはそれと同等の資格を有する者で、入試にお
いて実技試験を課す芸大・美大・専門学校等への進学志望
者を対象とする

高校1・2年生で、将来実技試験を課す芸大・美大・専門学校
等への進学志望者を主とする

中学校1～3年生で、実技試験を課す美術系高等学校への
進学志望者を対象とする

必要
書類

2019入学申込書(証明写真(4×3/㎝)1枚を貼付したもの)
※入学推薦書を提出する場合、入学申込書と同時に提出してください。

学費納入は、一括(1回払い)と分割(2回払い)のいずれかよりお選びください。
※学費とは、入会金と年間授業料の合計額です
→各科・コースの授業料の金額・内容については右ページをご参照ください。

納入方法…「現金」「銀行振込」のいずれかよりお選びください。
※銀行振込でゆうちょ銀行をご利用の場合は、郵便局ATM・窓口いずれでも利用でき払込手数料がかからない　
　専用払込取扱票をご利用ください。
※インターネットバンキングなどご契約されている預貯金口座からの振込・振替手続もご利用いただけます。

■銀行振込②
銀 行 名　埼玉りそな銀行
支 店 名　浦和中央支店
種 　 別　普通
口座番号　0444100

■銀行振込①（ゆうちょ銀行・郵便振替）
記号番号　00140-3-142286
※他行から振込手続きをご希望の方は、
　振込先情報をお問合せください。

※各金融機関でのお振込手続きについて
①金融機関窓口にて10万円を超える現金でのお振込をされる場合、本人確認書類（運転免許証・健康保険
　証・パスポート等）が必要となります。尚、ATMでは10万円を超える現金のお振込はできません。
②預貯金口座よりお振込をされる場合、これまでと同様の方法でお振込がおこなえます。
※その他、詳細はご利用になる各金融機関窓口にお問い合せください。

◎加入者・受取人名は　サイコウシヤビジユツケンキユウシヨ（彩光舎美術研究所）

学費
納入

申込
方法

特典・サポート制度の紹介

●入会金免除特典
初回ご入学時に必要となるのが入会金です。
ただし下記条件に該当する場合、免除特典が
適用となり、入会金全額［20,000円］または一部
［5,000円］が免除となります。

適用条件
◦年間授業継続申込者
◦新規申込生で申込手続き時に「入学推薦書」を
　提出された場合

入会金 0円（全額免除）

適用条件
◦有料講習（春期/夏期/冬期/直前）受講生で年間
　授業にお申込みいただく場合

入会金 15,000円（一部免除）

●年間生徒特典[全受験科生対象]
受験科昼間部/夜間部/日曜部の年間在籍生は
追加費用なく入試直前講習に開設される全て
の昼夜コース授業を自由に受講できます。

全科昼間部生→直前講習昼間コースの授業に加え
　　　　　　　夜間コースの授業も受講できます。

全科夜間部生→直前講習夜間コースの授業に加え
　　　　　　　高校の通学に支障がない日に限り、
　　　　　　　昼間コースの授業も受講できます。

　　日曜部生→日曜部での授業は12月で終了し、
　　　　　　　1月より曜日・昼夜を問わず直前講
　　　　　　　習の希望するコースの受講が可能
　　　　　　　になります。

●サポート制度[受験科昼間部生対象]
特待生制度
高卒生以上を対象に、実技力が優れた受験生をサポー
トする制度。提出作品と面接により審査をおこない、
特待生や優待生として選出された場合、最大で授業料
より半額が免除されます。
※詳細は「2019年度特待生募集要項」でご確認ください。

学科特待制度
高卒生以上を対象に、学力が優れた受験生をサポート
する制度。審査は願書提出のみで選考をし、制度適用
条件を満たしていた場合、授業料から100,000円が免
除となります。
※詳細は「2019年度特待生募集要項」でご確認ください。

定期券差額返還制度［受験科昼間部生限定］
本校は学割指定校でないため、JR・私鉄各線で通学定
期券の購入ができません。よって電車通学で定期券を
購入の場合、通勤定期券を購入していただくことになり
ます。定期券差額返還制度とは、購入された通勤定期
券と同区間通学定期券の差額分を本校が補助する制
度で、これにより交通費が通学定期券と同等のご負担
となります。

受付・宛先　彩光舎美術研究所　TEL.048-824-2522
〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町6-2-1
受付時間｜9：00-19：00（祝日、12/31～1/3を除く）

窓口申込の場合
上記の必要書類と学費を受付窓口にご提出
ください。学費は、現金でのお支払いか指定
金融機関へのお振込により納入手続後、発行
された受領証を一緒にお持ちください。

郵送申込の場合
学費を指定金融機関へのお振込により納入
手続後、その受領証と上記の必要書類を同封
し、下記宛先にご送付ください。

●学費分割納入をご利用される方へ
分割納入は学費のお支払回数を２回に分
けていただくものです。
入学時に前期授業料に入会金を加えた費
用を初回分として納入してください。

２回目納入期間
2019年9月1日(日)～9月30日(月)

【入会金＋年間授業料】 【入会金＋前期授業料】 【後期授業料】
学　費　(円) 初回分　(円) ２回目　(円)

学費(消費税込)

油絵科

日本画科

デザイン・工芸科

油絵科

日本画科

デザイン・工芸科

油絵・日本画・教育系

デザイン・工芸・教育系

英語

国語

受験準備コース（週6日）

基礎４日コース（週4日）

日曜コース（週1日）

美術系高校受験科（日曜/1日6h）
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日
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20,000円

入会金について

入会金は本校に新規

ご入学の方にお支払

いいただくものです。

但し新規入学の場合

でも入学推薦特典をご

利用の場合、入会金は

全額免除となります。

免除特典については

左記「特典・サポート制

度の紹介」でご確認く

ださい。

650,000

440,000

280,000

45,000

45,000

360,000

270,000

210,000

180,000

入会金20,000円の場合
670,000

入会金15,000円の場合
665,000

入会金20,000円の場合
460,000

入会金15,000円の場合
455,000

入会金20,000円の場合
300,000

入会金15,000円の場合
295,000

※学科のみ受講される場
　合も入会金が必要です

入会金20,000円の場合
65,000

入会金15,000円の場合
60,000

入会金20,000円の場合
380,000

入会金15,000円の場合
375,000

入会金20,000円の場合
290,000

入会金15,000円の場合
285,000

入会金20,000円の場合
230,000

入会金15,000円の場合
225,000

入会金20,000円の場合
200,000

入会金15,000円の場合
195,000

※学科授業料は一括納入のみの
　設定となります。

210,000
＋入会金が必要

170,000
＋入会金が必要

110,000
＋入会金が必要

100,000
＋入会金が必要

260,000390,000

170,000270,000

100,000180,000

150,000

100,000

100,000

80,000

美術系高校受験科（日曜/半日3h） 90,000
入会金20,000円の場合

110,000
入会金15,000円の場合

105,000
50,000

＋入会金が必要
40,000

入会金科・コース 年間授業料 (円)

❸　受講開始

新年度
開校日

2019年
4月14日（日）

2019年
4月10日（水）

学費一括納入 学費分割納入

2019年度　学生募集要項


