2019 年度 学生募集要項
■本課程

入学資格
●昼間部： 当該年度に芸大・美大受験をする目的があり、高校
卒業または同等の学力があると認定された者
●夜間部： 当該年度に芸大・美大受験をする目的があり、高校
生および昼間部入学資格者
●随時入学：高校生以上（中学生科は中学生のみ）
※社会人の方で芸大・美大受験をお考えの方は、事前にお問い
合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※編入学および大学院入学の受験対策はしておりません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

必要書類

■随時入学

●入学申込書・調査書
●写真３枚（3×3cm／3ヵ月以内に撮影のもの）
※２枚は申込書・調査書に貼付し、１枚は学生証・身分証明用
・・

として提出してください。

・・・・・・・・・

※写真不足の場合、学生証・身分証明証の交付はできません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※カラーコピー不可。脱帽、背景無し、正面、上三分身

・・

・・・・・・・・・・・・・

入学手続

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Step.1

入学申込書･調査書
（右ページ）
に必要事項を記入します。

Step.2

写真･サイズ(3cmx3cm)を3枚用意してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＊3か月以内に撮影したもの。
＊コピー写真、スナップ写真、プリクラ写真は不可。
＊無帽、背景無し、正面上三分身

Step.3

あなたが入学する科・部・コースの学費(別紙)を確認してください。

Step.4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・

土
日

あなたの入学金が｢無料｣･｢割引｣になる特典があります。
入学金の減免特典に該当するかを特典欄で確認してください。

Step.5

学費の支払いをします｡納入方法は2通りあります。
1. 現金支払 2. 振込支払
学費の納入方法欄で確認して下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Step.6

入学書類を提出します｡提出方法は2通りあります。
1. 本学院事務受付に直接提出
受付時間 月曜〜土曜 9:00〜18:30
日曜
9:00〜17:00
休業日：学院休校日･祝祭日
2. 郵送で提出
送付先： 〒171-0021 東京都豊島区西池袋4-2-15
TEL 03-3971-1641(代表)

Step.7

あなたの必要書類･学費が両方確認されたら入学手続きは完了します。
｢郵便｣もしくは｢電話｣で登校日、
持参物などのご連絡をいたします。

特

授業期間
● 2019年4月12日（金）〜2020年3月7日（土）

授業日
本 課 程
随時入学

油画科 / 日本画科 / 彫刻科 / デザイン・工芸科
デザイン・工芸科 日曜コース / 建築科 / 芸術学科 / 先端芸術表現科
/ 映像科 / 学科 / 通信教育科 / 外国人留学生科 / 基礎科 / 中学生科

● 授業期間

●休 講 日

1学期

2019年04月12日（金）〜07月10日（水）

2学期

2019年09月05日（木）〜12月06日（金）

3学期

2020年01月08日（水）〜03月07日（土）

日曜日・学院の指定する日

ただし、デザイン・工芸科 日曜コース / 建築科 / 芸術学科 /
先端芸術表現科 / 映像科 / 基礎科（土・日/日曜クラス）/
中学生科は除く。
国民の祝祭日および振替休日

◎ 注意事項

Ｇ・W

2019年04月29日
（祝）〜05月06日
（振休）

夏 期

2019年07月11日
（木）〜09月04日
（水）

冬 期

2019年12月07日
（土）〜2020年01月07日
（火）

春 期

2020年03月09日
（月）
〜04月09日
（木）
［ 予定］

・授業期間、休校日は本学院の行事、カリキュラム、美術系大
学の入試日程、その他やむを得ない事情により変更するこ
とがあります。
・台風、地震、大雪など自然災害の状況に応じて休校するこ
とがあります。その場合休校日の振替授業は行いません。
・欠席、遅刻、早退などによる振替授業は行いません。

通信教育
●

指導期間

2019年 4月 12日（金）〜2020年 3月07日（土）

学費の納入方法
●納入方法は、直接持参か銀行振込に限ります。

典

●以下の事項に1つでも該当する場合、
「入学金を全額免除」いたし
ます。
1.昨年度もしくはそれ以前に本学院昼間部､夜間部､随時入学に
在籍した
2.昨年度入試直前講座を受講した
3.今年度本学院奨学生､スカラシップ生､特待生に認定された
●以下の事項に1つでも該当する場合、
「入学金より20,000円を減
免」いたします。
1.学院所定の推薦依頼書を提出する
2.本年度および前年度の春季･夏季･冬季講習会を受講した
3.本年度および前年度の全国公開実技コンクールに参加申込した
4.本年度および前年度の体験入学､高校生デッサンコンクールに
参加申込した

通学定期・学割
●本課程生
（昼間部・夜間部）4月・5月入学者は、
学割
（通学定期等）
が利用できます。
※通学定期の申請は自宅の最寄駅から本学院の最寄駅に限ります。
【注意】随時入学生・講習会生は利用できません。

学生寮／宿舎
●都内周辺の学生寮などをご紹介いたします。
詳しくは、宿舎担当（03-3971-1641）までご連絡ください。

画材・テキスト
●授業で必要となる画材は、学院内にある
「画材あ〜る」で取り扱って
います。
※画材の詳細は別紙をご参照ください。
「画材あ〜る」
〒171-0021 東京都豊島区西池袋4-2-15
すいどーばた美術学院内
営業時間 月〜土 9：00〜19：00 日 9：00〜17：00
（学院休校日は休み）
TEL. 03-3983-2420 FAX. 03-3989-8839 http://www.ar-t.jp/

●銀行振込による場合
・学生の名前で振り込んでください。
・銀行振込確認書またはATM・コンピューター振込書のコピーを
必ず同封・提出してください。
・10万円を超える振込には本人確認が必要となります。
〈振込口座名〉
（学）髙澤学園 すいどーばた美術学院
〈指定銀行〉
・三井住友銀行目白支店
普通口座
・りそな銀行目白出張所
普通口座
・ みずほ銀行高田馬場支店
普通口座
・ 三菱ＵＦＪ銀行池袋支店
普通口座

《注意事項》

●各季講習会・全国公開実技コンクール・入試直前講座などは学費に含ま
れておりません。別途専用の申込書と講習費が必要です。
●各科昼間部入学者は、
入試直前講座のお申し込みは不要です。
●各科夜間部入学者は、
入試直前講座夜間コースのお申し込みは不要です。
●以下に該当する者は、除籍対象となる場合があります。
・授業料その他納入金を滞納し、催促を受けても指定期限までに納入しない者。
・正当の理由なく、出席が常でない者。

0923359
0841246
0521167
0022837

学費の返金
●学費の返金
一度納入した学費の返金はいたしません。また、移籍（転科）によ
る差額学費の返金はできません。予めご了承ください。
ただし、定員締切により、入学ができなかった場合のみ入学金・
学費の全額を返金いたします。
●学費返金制度
以下の場合は入学金を除く授業料の返金をいたします。
・2019 年３月31日
（日）までに入学辞退を申し出た場合。
・入学手続き後、2019年度入試において大学・短大等に合格し、
2019 年４月末日までに大学・短大等の「学費受領書」、
「学生証の
写し」、
「在学証明書」のいずれかを提出した場合。

・学院の秩序を乱し、その他学生の本分に反する者。

●住所変更は、すみやかに事務受付に連絡してください。
●オートバイによる通学は禁止します。
●学院は全面禁煙です。

学校法人髙澤学園（すいどーばた美術学院 創形美術学校）は、
ご記入いただいた個人情報を厳重に
取扱い、適正な個人情報の管理を実施いたします。
また、お預かりした個人情報は、以下の目的のみに限定し共同利用させていただきます。
１.仕様用途と目的・利用
・アンケートなどによる資料作成協力のお願い。
・美術系大学受験に関する情報の提供。
・保護者会・進学説明会等のご案内。
・進学・進路設計、及び学生生活に役立つ情報の提供のご案内。
・学籍簿の作成（緊急連絡等のため）
２.使用方法
電子メール、
ダイレクトメールまたは電話等により利用させていただきます。
３.個人情報の預託
個人情報を上記用途・目的のために外部業者に預託させて頂くことがあります。
（個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約などを取り交わすとともに、適正な
管理・監督を行います。）
４.個人情報の変更・削除
ご本人の要求によりご自身の個人情報は、開示いたします。その情報に誤り、
または不必要な内容が
ございましたら要求により、訂正または削除させていただきます。
本件に関するご要望、お問合わせに関しては下記までご連絡ください。
すいどーばた美術学院 情報相談窓口
Eメール：suidobata@suidobata.ac.jp
電話：03-3971-1641（代表）

