
教室での受講およびオンライン受講が可能な曜日と時間帯

学部受験｜大学入学考试

実技演習クラス　　　鉛筆デッサンなどの実技受験対策｜实技演练课程 铅笔素描等绘画技巧的考试对策

●実技演習クラスの特徴

初心者の方でも大丈夫です。
受験実技は、海外と日本で若干異なります。実技演習クラスの授業は、日本
の芸大美大受験に特化した授業内容であり、留学生の皆さんが日本の芸大
美大に合格するために必要な授業内容です。実技演習クラスは、「導入授業
」→「制作・指導」→「講評」の流れで進めます。各大学の受験様式に併せて
、個別に課題を設定します。
日本語学校に通いながら、月に40～46時間で無理なく通学もしくはオンライ
ンで参加し、スケジュールを自由に組むことができます。

●实技演练课程的特点

初学者也可以参加。
海外与日本的实技考试有若干不同点。实技演练授课是针对日本美术、艺
术类大学的绘画考试而开展的绘画技法强化课程。对于广大留学生来说，
也是考取日本美术、艺术类大学的必要课程。实技演练课程主要通过<课程
导入>、<集中制作/中途指导>，<最终讲评>这样的流程进行。并且会依照
各个大学的考试形式与内容，制定相应的演练课题。每个月的40-46小时的
授课时间，无论是选择走读授课、还是网络授课，均可根据自身情况自由
支配与选择，可以边上日语学校边进行绘画技能的提高。

学費について　※税込み　｜关于学费 ※表示金额含税

1ヵ月　40時間～46時間の実技演習（通学、オンライン）｜每个月40-46小时实技演练（走读课程、网络课程均可）

実技演習クラス｜实技班 1ヶ月｜一个月 3ヶ月パック｜三个月

受講料｜学费 77,000円｜77000日元 220,000円｜220000日元/三个月

入学金について　　入学金として、初回申込時のみ22,000円が必要です。
关于入学金  　　最初申请入学时需提交22000日元作为入学金。

●描写、鉛筆デッサンとは ●关于<描写/素描>考试

複数個の異なるモチーフが与えられ、それを卓
上に配置し描くものや、既に組まれた大型のモ
チーフをイーゼルで囲んで描くスタイルがありま
す。試験時間は、短いもので3時間程度から、
長い試験では12時間（6時間ずつ2日間）に及び
ます。受験者の基礎的な観察力と表現力の成
熟度を評価する入試として、多くの芸大美大で
執り行われる実技入試です。   

将分发的多数且不同种类的静物素材摆在桌
面上进行描画，或者是围绕着已经摆放好的
大型静物进行描画，是日本的美术、艺术类
大学的描写/素描考试的两种常见形式。考试
时间从短至3小时，到长至12小时<每天6小时
，一共两天>都有。评价的标准为考生是否具
备基本的观察能力，以及成熟的画面表现力
。日本的绝大多数美术,艺术类大学都会采取
这种实技考试的方式。

●イラスト制作、マンガ制作とは ●关于<插画制作/漫画制作>考试

モチーフや、言葉のお題が与えられ、そこから
物語を考えて数ページのマンガを描く形式や、1
枚のイラストを描く形式などがあります。制作時
間は3時間から4時間程度です。マンガの場合、
物語を考え短編にまとめる力や、コマ割りなど、
オリジナルマンガのネーム制作が課されます。
キャラクター制作の場合、表面的なキャラクター
の表現だけでなく、キャラクターの設定表を記
述する課題もあります。どちらも普段からある程
度描きなれていることが重要です。   

围绕分发的素材，词汇等要素创作数页的短
篇漫画，或者是创作单张的插画。制作时间
基本在3小时-4小时之间。漫画制作的场合，
需要体现出个人的短片故事描绘，以及个人
独特的分镜，构图，台词配置等能力。角色
设计的场合，不单纯只是角色外形上的设计
与描绘，角色的设计要素该如何表述也是课
题测试的一项重要环节。因此，无论是插画
还是漫画，日常的练习都是必不可少的。

●総合型選抜とは ●关于<综合型选拔>考试

大学授業を体験し、大学の学びを理解したうえ
で入学の意思を決めることができる入学試験で
す。体験授業内容は、学科やコースによって異
なりますが、事前に大学が内容を入試案内等
で公表することが多いです。授業に参加するだ
けでなく、授業内容の発表やグループワークな
ど、日本語を使って自分の考えを相手に伝える
コミュニケーション力が必要になります。大学や
コースによっては、デッサンの授業や、マンガや
イラスト制作を行う授業もあります。  

以实际参加各个美术、艺术类大学的体验课
程，在充分理解了大学的教学理念与授课内
容之后再决定是否入学的考试方式。体验授
课的内容会根据学科和各个专业的不同而有
所区别，将相关的体验内容，考试情报等信
息提前公开的美术、艺术类大学也有很多。
体验课程并非单纯的参加授课，围绕授课内
容展开的发表，小组讨论等环节，都需要考
生通过日语来表达个人的想法和观点。根据
各个美术、艺术大学与其相关专业的不同，
也有素描授课，漫画制作/插画制作课程等内
容。

月・火・水…13：00～17：00
木・金…13：00～17：00、17：30～20：30

土…14：00～20：30
日…10：00～17：00

オンラインで受講可能！
网络授课可能！



教室での受講およびオンライン受講が可能な曜日と時間帯

学部編入
大学院
研究生

大学编入考试
硕士研究生考试
预备研究生考试

対面指導クラス　　ポートフォリオ作成、研究計画書作成指導、面接対策｜面对面指导课程 作品集制作，研究计划书写作，以及面试对策等相关指导

●対面指導クラスの特徴

編入学や研究生入試や大学院入試では、ポートフォリオを提出し、面接を受
ける入試が基本です。これまでの活動を、魅力的なポートフォリオに仕上げ
る必要があります。そのために、対面指導クラスの特徴は、日本人講師と、
大学院に通う専門性を持つ外国人講師とが連携して指導にあたります。日
本語に不安な留学生であっても、美術系予備校の強みを活かした専門指導
を、早めから受講し準備をすることが可能です。月8回（1回45分）の対面指導
で編入学、研究生、大学院合格を目指します。オンラインでの受講も可能で
すので、遠方の方でも参加していただけます。

●面对面指导课程的特点

编入考试，预备研究生考试，硕士研究生考试需要提出作品集，并且进行面
试考试。需要将到目前为止的作品制作成具有个人魅力的作品集。因此，面
对面指导课程的指导教员不仅有日籍教师，也有已经就读于日本各大美术、
艺术院校的硕士研究生教师。担心日语水平不足的留学生们也可以在初期备
考阶段就进入美术预备校接受专业指导。以编入生、预备研究生，硕士研究
生考试合格为目标，进行每月8次，每次45分钟的1对1面对面指导。面对面
指导课程也提供网络授课的形式，即便离学校很远也可以安心接受各项指导
。

学費について　※税込み　｜关于学费 ※表示金额含税

1ヶ月　8回の対面指導（通学、オンライン）｜每个月8次面对面指导（走读课程、网络课程均可）

対面指導クラス｜面对面指导课程 1ヶ月｜一个月 3ヶ月パック｜三个月

受講料｜学费 77,000円｜77000日元 220,000円｜220000日元/三个月

入学金について　　入学金として、初回申込時のみ22,000円が必要です。
关于入学金  　　最初申请入学时需提交22000日元作为入学金。

●ポートフォリオとは ●关于作品集

大学で実技制作する入試と異なり、普段の制作
を1冊のファイルにまとめたものを大学へ提出し
ます。ファイルの構成は自由で、特に決まった
形式があるわけではありません。ファイルの内
容だけで判断される入試もあれば、ファイルを
もとに、面接で自己アピールする形式の入試も
あります。普段より受験者がどのようなことに取
組んでいるかを計るための資料として、ある程
度の期間の作品をまとめるべきでしょう。作品
の羅列だけでなく、制作に至るまでの取材や、
アイデア等を含め構成することも可能です。  

不同于大学的实技考试，需要将平时创作的
作品整理成一本完整的作品集并向大学提出
。作品集的制作形式自由，没有严格的规定
。不仅有只通过作品集的内容判断是否合格
的考试方式，也有通过面试阐述作品集的内
容以及自我介绍与发表的考试方式。作为了
解和评判考生是如何取材并进行创作的参考
资料，作品集需要将一定时期的作品收纳其
中。不仅仅是作品本身的排列与展示，创作
过程中的各种取材与灵感，也可以放入作品
集中。

●研究計画書、小論文とは ●关于研究计划书和小论文

研究計画書とは、大学院入試や、研究生入試で提
出が必要な、具体的な研究内容について記す計
画書です。研究内容は、大学の教員が、指導でき
る研究領域の内容である必要があります。また、
具体的な研究方法についての計画を申請する意
味を持ちます。特に、美術やデザイン分野におい
ては、制作面だけでなく、発表を通した社会的な活
動計画を盛り込むことが重要になります。大学院
入試によっては、800字～2000字の小論文を課す
入試もあります。入試ではテーマが与えられ、1時
間～2時間で日本語記述の問題が課されます。

研究计划书是硕士研究生考试，预备研究生
考试时必须提出的重要内容之一。主要阐述
具体的研究内容和计划。所研究的内容需要
包含于大学教授可指导的内容范围之内，并
且要将具体的研究计划明确的传达给大学教
授。特别是美术，还有设计等相关领域，不
仅仅是个人作品的创作，还需要加入作品发
表，实际运用等与社会产生联系的各种活动
企划等内容。根据学校的不同，硕士研究生
的入学考试会有根据命题，在1-2小时内用日
语进行阐释，书写800-2000字的小论文等内
容。

●面接入試とは ●关于面试

大学授業を体験し、大学の学びを理解したうえ
で入学の意思を決めることができる入学試験で
す。体験授業内容は、学科やコースによって異
なりますが、事前に大学が内容を入試案内等
で公表することが多いです。授業に参加するだ
けでなく、授業内容の発表やグループワークな
ど、日本語を使って自分の考えを相手に伝える
コミュニケーション力が必要になります。大学や
コースによっては、デッサンの授業や、マンガや
イラスト制作を行う授業もあります。  

20-30分钟左右的面试形式的考试。有1
对1面试，也有团体面试的情况。面试的
具体内容因科系与专业而有所不同。从
志愿理由到至今为止的各种创作，研究
成果的解说，包括入学之后的计划预定
，都是面试考试的重点项目。现在，京
都的各美术，艺术大学均无法提供和受
理日语以外的面试，因此，掌握必要的
日语交流能力是面试考试的必要前提。

月・火・水…13：00～17：00
木・金…13：00～17：00、17：30～20：30

土…14：00～20：30
日…10：00～17：00

オンラインでも受講可能！
网络授课可能！

オンラインで受講可能！
网络授课可能！



SUCCESS VOICE SUCCESS VOICE

女子美術大学　大学院 京都精華大学

リュウ　カオ チン　シサイ

　　無料体験授業 無料体験申込方法

京都市立艺术大学院漆工在读。请多指教。

美術研究科　博士前期課程
美術専攻　日本画研究領域

マンガ学部
新世代マンガコース

　留学生コースで勉強した間、小論文、面接やポートフォリオについての指導をもらいました。お
かげで、最初に倍の時間をかけても小論文をうまく書かなかった外国人の私は試験で順調に書
くようになりました。面接についてもいろいろ意見をもらって、自分の考えが言葉で表せるように
なってきた。普段日本人とコミュニケーションするチャンすが少なくて、日本人である先生達と話し
合うことによって、日本人の考え方をだんだん分って、大学院の面接試験でも緊張しませんでし
た。

　我在留学生课程的学习期间，接受了小论文、面试以及作品集的指导。多亏了这些指导，
最初在小论文上花费长时间的我也能迅速流畅的完成考试小论文。而在面试方面，通过老
师的建议，我也能将自己所想要表达的观点用日语准确的表达出来。我日常生活中与日本
人长时间交流的机会较少，在与日本人老师的沟通过程中我渐渐了解了日本人的思考方式
，大学院面试也不那么紧张了。

　　留学生コースでの学習を通じて、デッサンの技術を鍛え、マンガの基本的な描き方が身につ
きました。連続の授業を受けたおかげで、入試の直前、「鉛筆を握ったらマンガを描ける」という
状態になりました。その上、授業で日本人の先生との会話によって、緊張せずに日本人と話せる
ようになりました。なので入試の日は調子が良くて、100%の水準を発揮できました。

　通过在留学生课程的学习，我锻炼了素描的技术，掌握了基本的漫画绘制方法。因为连
续的上课，在入学考试前，状态能达到拿起笔就能画漫画。在此之上，通过课上与日本人
老师的会话，我也能不紧张地与日本人交流了。因此在入学考试时状态十分良好，充分发
挥出了正常的水准。

3時間の鉛筆デッサンを無料で体験できます。
当日、鉛筆デッサン用具をお持ちの方はご持参ください。
貸し出し用の道具もあります。
※画用紙のみ当日購入していただきます。（１枚40円）
また、体験授業だけではなく、芸術系大学・大学院の受験情報や対策
についてのご相談も受け付けています。

オンラインで参加の方
芸術系大学・大学院の受験情報や対策についてのご相談につきまして
、オンラインでも体験していただけます。
※オンライン受験相談は日本語での対応となります。

体験曜日：日曜日　10：00～13：00｜14：00～17：00
実施校：七条校

　1⃣　体験日時を決めます。

　2⃣　お電話にてお申込みください。
　　 オンライン受験相談は、ASKの留学生コースLINEからも
　　 申込が可能です。

　3⃣体験当日、時間までに七条校にお越しください。

留学生コースLINE｜WeChat｜Weibo

留学生コースの受講生は、ASKの留学生コースLINEにて、随時講
師との個別相談が可能です。他にも出欠連絡として利用します。

报名留学生课程的同学，通过ASK的官方LINE，不仅可以向教员
们单独咨询，也可以向学校反馈迟到早退等信息。

SUPPORT TEAM | 本校拥有各专业的教师。

田和　篤 
●東京造形大学　絵画専攻　卒
●Glasgow School of Art　Master of Fine Art 修了

寺村　利規
●京都造形芸術大学 大学院 芸術表現専攻（洋画）　修了

デザインや美術は自由表現ですが、受験には受験のルールがあります。関西には関西、関東に関
東、海外には海外のルールがあります。表現を目指す人は、まずそのルールを学びに来てください
。

虽然设计和美术可以自由的表现，但是考试有考试的规则。不管是关西、关东、还是海外
都有相应的规则。想要通过绘画自由表现的人，先来把考试的规则学习运用起来吧。

専門は油画ですが、他分野にも関心を持って、日々研究を進めています。多様な受験スタイルに対
応します。なんでも聞いてください。日本で勉強したいと強く願う皆さんを、サポートできれば光栄で
す。

虽然我的专业是油画，但对其他专业也很有兴趣，平时也研究其他的美术专业门类。可以
应对各种类型的考试。不管是什么专业的问题都可以与我讨论。我很荣幸可以帮助到想要
来日本学习的你。

何　林峰
●京都芸術大学　大学院博士課程芸術研究科芸術専攻（満期退学）
●京都芸術大学　大学院修士課程芸術表現専攻総合造形領域　卒

張　仲妹
●京都市立芸術大学　大学院　修士課程　在
●中央戯劇学院　卒

大家好，我是何林峰。大家叫我卡卡也可以哦。从本科开始直到大学院，我尝试过各种各
样的创作方式。自2018年开始就在美术预备校担任进学讲师的职务，无论是进学，还是留
学生活，或者是有不安的时刻，都希望大家不要客气来找我咨询哦！为了能够更好的帮助
大家，我自己每天也在持续进化中！还请大家多多指教哦！

大家好，我是目前就读于京都市立艺术大学视觉设计专业的留学生，我叫张仲妹。
我刚刚经过考试，可以分享最新鲜的考试信息。希望我能在考学的道路上帮到你！

賀　蘭
●京都市立芸術大学　大学院　修士課程　在
●中国美術学院　卒

周　逸乔
●京都市立芸術大学　大学院　博士課程　在
●北京工業大学　卒

大家好，我是就读于京都市立艺术大学院漆艺专业的中国留学生贺兰。我毕业于中国美术
学院，在中国杭州的画室有三年以上的工作经验。我会从日语和专业两方面尽我所能给予
你帮助，请多指教。

オンライン相談可



美術工芸学科　日本画コース プロダクトデザイン学科　ライフクリエーション

美術工芸学科　油画コース プロダクトデザイン学科　プロダクトコミュニケーション

人間環境デザインプログラム
舞台芸術学科　舞台デザインコース

造形学科　日本画コース
美術工芸学科　日本画コース

マンガ学科　新世代マンガコース

プロダクトデザイン学科　ライフクリエーション

プロダクトデザイン学科　プロダクトコミュニケーション

空間デザイン領域

空間デザイン領域

外国人留学生選抜

情報デザイン領域 デジタルコンテンツ学科

空間デザイン領域

イラストレーション領域

デザイン、美術を学べる大学一覧
留学生コースでは、以下すべての大学、大学院の受験対策に対応します。

2021年度　合格実績

留学生合格者合計　21名　　　　　　2020年度　14名

5名 7名●京都芸術大学　 ●京都精華大学　

体験授業型選抜 I 期
2名

総合型選抜 I 期

1名

1名 1名

1名

体験授業型選抜 II 期
1名

1名
1名

1名

総合型選抜 II 期
1名

8名
1名

●成安造形大学　

1名
総合型選抜 I 期 4名

●デジタルハリウッド大学
総合型選抜 II 期 1名

1名 総合型選抜 4 期 1名

1名

1名



入 学 推 薦 書

入学希望者氏名

推薦者ご氏名 日本語学校名印

年　　  月　　  日

京都アートスクール  学長殿
下記の者、向上心に冨み、貴予備校への入学を希望しておりますので
ここに推薦いたします。

推薦制度のご案内

　指導上の相談、授業報告など、先生と連携を取らせていただくた

めの制度です。はじめて本学へ入学される方で、日本語学校の先生、

スタッフの方からご推薦を受けた留学生に対して、入学金を免除さ

せていただき、経済的負担を軽くしたいと考えます。本校の主旨を

ご理解の上、ご推薦をお願いする次第です。

※願書提出と同時、もしくは1ヶ月以内にご提出ください。

推薦者ご所属（〇をつけてください）：  担任 ・ 進路 ・ その他（　　　　　　　　　）

西暦

キリトリ

クラス変更をご希望の場合、変更開始の1ヵ月前までに講師に
お申し出ください。

入学について
月ごと、またはパックでのお申込みとなります。

画材、画用紙、モチーフの費用について

遅刻・欠席について

学費納入方法について

退学について

返金手続きについて

クラス変更について

必要な画材は各自でご準備ください。教室で画材を購入、注文
することもできます。画用紙や授業で使用する一部モチーフ
についても教室にて購入していただきます。課題内容によっ
ては「持参物」として持ってきていただくことがあります。
■画材の注文について
教室に画材の在庫が無い場合や、まとめて購入されたい場合
は、画材を注文することができます。指定の注文書に、必要な
画材を記入のうえ、ご提出ください。
※注文書受け取りから画材が届くまで、約1週間ほどかかりま
す。
※後日請求書、振込用紙を送付いたします。お振込みにてお支
払いください。

遅刻・欠席される場合、必ず授業開始までに事務局へご連絡
ください。

学費納入方法は「口座振込」に限ります。申込用紙ご提出後、請
求書、振込用紙をお送りしますので、記載の期日までにお振込
みください。
一旦納入された学費は原則として返金できませんのでご了承
ください。万が一、振込期限を過ぎた場合、必ず事務局へご連
絡ください。

途中退学をご希望の場合、退学希望日の1ヵ月前までに事務局
または実技講師にお申し出ください。
講師と面談の上、本学発行「退学願」をご提出いただきます。
途中退学による返金がある場合は、授業料は「月単位」となり
ます。（8月下旬申し出の場合、10月以降の学費を返金いたし
ます。8月、9月の学費は返金されません。）
また、適用された割引額（※1）と事務局手数料2,000円を差し
引いた額を返金額とさせていただきます。
※1 継続入学入学金免除、推薦入学入学金免除、「3ヶ月パック
」割引分、「6ヶ月パック」割引分

推薦入学制度「推薦書」が願書提出以降になる場合、入学後1か
月以内にご提出ください。
※毎月末日までの提出で翌月15日以降に返金いたします。
※たとえば4月28日にご提出の場合、5月15日以降となります。
(振込か教室にて手渡し)

如果想要班级变更，请于变更开始日期一个月之前向事务局或
者实技教师提出申请。

关于入学
课程可以每月或者根据套餐申请报名。

关于画具，画纸，静物素材的费用

关于缺席和迟到

关于学费的缴纳方法

关于退学

关于退款手续

关于班级变更

必要的画具画材请自行准备。也可以在学校购买或者订购画具
画材。画纸和授课中使用的部分静物素材也可以在学校购买。
根据课题内容，部分静物素材需要自行准备。
■关于画具画材的订购
如果出现学校的画具画材库存不足导致缺货，或者想要统一购
买的情况，可以通过学校进行订购。在专用的订单纸上填好必
要的画具画材的名称，种类和数量提交给老师即可。
画具画材到货时间为订单提交后大约一周左右。
画具画材的购买费用请持寄送的汇款单到银行汇款。

出席的日期和时间记录在学校的出欠管理文件夹里。如
要请假，请务必在授课开始前联系事务局。

学费仅通过银行汇款缴纳。提交申请后，学校会寄送请求
书及汇款书，请在汇款期限之前进行缴纳。
学费一经提交原则上不予退还。
若错过汇款期限请务必与事务局进行联系。

如果想要中途退学，请于退学希望日期一个月之前向事务局或
者实技教师提出申请。在与各教师长进行面谈之后，提交学校
发行的退学申请书。因为中途退学导致学费退还的场合，退还
学费以月为单位进行计算。
比如8月下旬提交退学申请的场合，将退还10月之后的学费。8
月和9月的学费不予退还。
学费退还时，适用的各种优惠打折金额将被扣除。同时，需要向
事务局提交2000日元的退学申请手续费。

若在入学申请提出后再提出推荐入学制度的“推荐书”，请于入
学后的一个月之内提出“推荐书”。
※每月月末为止提出的退款申请将于下一个月的15日以后退
还。
※例如4月28日提出，那么退款日为5月15日以后。　（汇款或现
金支给）

入学者必読 留学生コース入学に関しての案内と注意事項

入学申込をされる前に必ず全項目をご確認ください
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