
Saikosha Art School

彩光舎美術研究所

2020年度
特待生募集要項

高卒生対象サポート制度

［優れた実技力を有する受験生対象］特待生・優待生
選考日❶… 3/29（日）
選考日❷… 4/5（日）
選考日❸… 8/30（日）

［優れた学力を有するデザイン系私大受験生対象］学科特待生
選考期間… 5/7（木）～18（月）

2020
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学科特待生　応募願書　　　　　　　　　　彩光舎美術研究所｜ 2020年度
※学科特待制度はデザイン・工芸科私大系志望者のみが対象となります　　　　　＊裏面は特待生・優待生制度の応募願書となります

受験票｜　有・無受付日｜　　月　日 学科得点確認｜　　□済　 確認者　印彩光舎美術研究所記入欄

2020年 武蔵野美術大学受験結果

受験学科

入試学科試験得点
＊成績開示にて確認した得点を記入してください

□視覚伝達デザイン学科　　□工芸工業デザイン学科　　□空間演出デザイン学科

□デザイン情報学科　　　　□基礎デザイン学科　　

　英　語　　　　　　点 　国　語　　　　　　点 　合　計　　　　　　点

　英　語　　　　　　点 　国　語　　　　　　点 　合　計　　　　　　点

WEB出願システム
マイページ　ログイン情報

＊ログイン情報を記入しない場合、成績開示画面
　［受験学科・氏名・科目得点が明瞭なもの］
　をA4紙にカラー出力し、提出してください。

来年度受験予定の私立美大

学科特待生の適用を受ける場合、武蔵野美術
大学または多摩美術大学のデザイン系学科・
専攻を１つ以上受験することが条件として課せ
られます。制度適用後、進路変更などで最終的
にデザイン系学部・専攻の受験をしなかった場
合は、免除額の返還義務が発生します。

大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻
大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻
大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻
大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻
大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻

今年度受験された
大学名と受験結果について

大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻
大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻
大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻
大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻
大学　　　　　　　　　　　学科　　　　　　　　　専攻

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

フリガナ
氏　名

学　歴

現住所

保護者住所

生年月日｜　平成　　　年　　月　　日生
　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　才)

　　　　　立　　　　　　　　　　　　　　　高等学校　普通科・(　　　　　)科　（卒業年/H　　年)

高卒認定試験大学入学資格｜　平成　　　年　　　月　　　日　合格

顔写真

(縦4㎝×横3㎝)

〒　　  -　　　　　　　[TEL　　　　-　　　　-　　　　　]　[携帯　　　-　　　　　-　　　　　]

都道
府県

〒　　  -　　　　　　　[TEL　　　　-　　　　-　　　　　]　[携帯　　　-　　　　　-　　　　　]

都道
府県

今までの勉強方法

□実技予備校
　　　(予備校名　　　　　　　　　　　　　　)

□高校美術部　　□独学　
□絵画教室　　　□個人指導
□その他

登録時の
メールアドレス

パスワード

※　ご記入いただいたログイン情報は、応募者が特待生適用条件を満たしているか確認する以外の目的で利用することはありません。

※注意

武蔵野美術大学の受験票をコピーし、

応募願書と一緒にご提出または郵送し

てください。

2020年センター試験結果
国　語　　　　　　点 / 100   200 点中

外国語　　　　　　点 / 100   200 点中

リスニング　　　　　点 /50 点中

社　会　　　　　　点 / 100   200 点中

理　科　　　　　　点 / 100   200 点中

数　学　　　　　　点 / 100   200 点中

合　計　　　　　　点 /　　　　満点中

一般方式＞＞

センター方式＞＞

@



高卒生サポート制度｜ 2020年度募集要項　合 格 を 目 指 す 学 生 を 応 援 ! 特待生・優待生　応募願書　　　　　　　　彩光舎美術研究所｜ 2020年度
※裏面は学科特待制度の応募願書となります

家族状況

氏　名 続　柄 年　齢 職　業 健康状態

主な既往症

■出願する特待制度をチェックしてください

志望制度

志望科

出願種→　□特待生　　□優待生
選考日→　□選考❶［3/29］　　　□選考❷［4/5］　　　□選考❸［8/31］

□デザイン・工芸科　　□油絵科　　□日本画科

注意事項　　
特待制度・学科特待制度で複数の応募は可能ですが、重複して適用はされません。　　　　　　
特待生と学科特待生の二つに出願しいずれも適用となった場合、免除額の大きいもの一つのみが適用となります。

学科特待生[デザイン・工芸科私大受験生限定]
デザイン私大系の受験生で学力が優秀な学生をサポートする制度。提出書類のみで審査が受けられます。

出願資格｜2020年の武蔵野美術大学・一般及びセンター方式の入学試験受験者
で、英語・国語の得点が合計150点以上の者。
※いずれか65点未満の場合は不可。　※センターA方式の英語は100点満点に換算する。

次年度＊注1に記載した大学・学部のうち１つ以上を必ず受験する者
で、学科特待制度適用後の約１年間、当研究所のデザイン・工芸科私
大系コースに在籍できる方を対象とします。

出願書類｜「学科特待生応募願書」　「武蔵野美術大学・受験票のコピー」
＊応募願書にマイページログイン情報を記入しない場合、成績開示画面［受験学科・氏名・科
　目得点が明瞭なもの］をA4サイズ紙にカラー出力し、提出してください。

出願方法｜必要事項を記入した「学科特待生応募願書」「受験票のコピー」を郵送
または本校受付に提出してください。
※マイページログイン情報を記載しない場合、「成績開示画面出力紙」も提出してください。

出願場所｜彩光舎美術研究所・事務受付　(受付時間/9:00-19:00)
TEL.048-824-2522　〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町6-2-1

選考方法｜願書・成績開示情報のみで選考し、即時結果通知をおこないます。

免除額｜100,000円

募集期間

2019年 5月7日(木)～ 18日(月)

応募願書受付時間　9:00-16:00

＊注1
武蔵野美術大学
視覚伝達デザイン学科
工芸工業デザイン学科
空間演出デザイン学科
基礎デザイン学科
デザイン情報学科

多摩美術大学
グラフィックデザイン学科
生産デザイン学科
　プロダクトデザイン専攻
　テキスタイルデザイン専攻
環境デザイン学科
情報デザイン学科
統合デザイン学科
演劇舞踊デザイン学科
　デザインコース

彩光舎美術研究所　TEL.048-824-2522　受付時間｜9：00-19：00（祝日を除く）
所在地：〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町6-2-1　(JR浦和駅西口より徒歩10分)

特待制度願書及び作品等の提出先
特待制度についてのお問い合せ等

特待生・優待生[高卒生対象]
実技力の優れた受験生をサポートする制度。提出作品と面接による選考をおこないます。

出願資格｜高校卒業または同等資格保有者で、本校受験科昼間部で2020年4月
(第3回の募集では9月)から2021年3月までの期間在籍でき、芸大・美大
合格をめざして制作や実技力向上に集中して取り組め、実技力が優れ
熱意のある受験生を対象とします。

出願方法｜「特待生応募願書」に必要事項を記入のうえ、願書を第1～3回までの
ご希望の選考日時にあわせた募集期間内に提出してください。

出願場所｜彩光舎美術研究所・事務受付　(受付時間/9:00-19:00)
TEL.048-824-2522　〒330-0064埼玉県さいたま市浦和区岸町6-2-1

選考方法｜制作作品と面接による厳正な選考をおこないます。
◎提出作品について
　油絵科　→デッサン・油彩各5枚以上、合計15枚以内
　日本画科　→デッサン・着彩各5枚以上、合計15枚以内
　デザイン・工芸科　→デッサン・平面構成各5枚以上、合計15枚以内

　(立体作品がある場合は写真資料でよい)
◎作品提出日
　持参の場合、審査日12:00までに提出してください。
　郵送の場合、審査日前日までに必着となるよう手続きしてください。

選考結果｜選考日当日に結果をお知らせします。

選考日時と出願締切日

　選考日❶　3月29日(日)13：00

出願締切日　3月28日(土)19：00

　選考日❷　4月5日(日)13：00

出願締切日　4月4日(土)19：00

　選考日❸　8月30日(日)13：00

出願締切日　8月29日(土)19：00

免除額｜特待生 …215,000円
　　　　優待生A…200,000円
　　　　優待生B…150,000円
　　　　優待生C…100,000円
　　　　優待生D… 50,000円

フリガナ
氏　名

学　歴

現住所

保護者住所

生年月日｜　平成　　　年　　月　　日生
　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　才)

　　　　　立　　　　　　　　　　　　　　　高等学校　普通科・(　　　　　)科　（卒業年/H　　年)

高卒認定試験大学入学資格｜　平成　　　年　　　月　　　日　合格

顔写真

(縦4㎝×横3㎝)

〒　　  -　　　　　　　[TEL　　　　-　　　　-　　　　　]　[携帯　　　-　　　　　-　　　　　]

都道
府県

〒　　  -　　　　　　　[TEL　　　　-　　　　-　　　　　]　[携帯　　　-　　　　　-　　　　　]

都道
府県

2020年受験結果

東京芸術大学　
武蔵野美術大学
多摩美術大学
東京造形大学
女子美術大学
(　　　　　　)大学
(　　　　　　)大学

　
　科　一次｜　合格　不合格

学科

学科

学科

学科

学科

学科

2020年センター試験結果
国　語　　　　　　点 / 100   200 点中

外国語　　　　　　点 / 100   200 点中

リスニング　　　　　点 /50 点中

社　会　　　　　　点 / 100   200 点中

理　科　　　　　　点 / 100   200 点中

数　学　　　　　　点 / 100   200 点中

合　計　　　　　　点 /　　　　満点中

今までの勉強方法

□実技予備校
　　　(予備校名　　　　　　　　　　　　　　)

□高校美術部　　□独学　
□絵画教室　　　□個人指導
□その他

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

合格　補欠合格　不合格

受付者｜　　　　受付日｜　　月　日彩光舎美術研究所記入欄

これまでの受験対策・結果についての自己分析と今年度の目標・テーマについて記してください

美大受験・美術系への進学について、保護者様のご意見をお書きください


