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美大AO・推薦対策講座
74 （土） 95 （土）【15：00～】講座説明会

各回同様の説明を行います。いずれかの回にご参加ください。
説明会後ご希望の方には面談を行います。

第 1回の講座説明会や講座に参加できない方も日程の調整をいたします。お問い合わせください。

参加
無料

料金／ 90,000 円（税別）
回数／全 15 回（1回：3時間）

早稲田大学　創造理工学部
東京学芸大学
金沢美術工芸大学
長岡造形大学
東京工科大学
東京工芸大学

桜美林大学
秋田公立美術大学

筑波大学　芸術専門学群

東北芸術工科大学　
京都造形芸術大学　
京都精華大学　

その他美術系の大学

推薦入試例

・エントリーシートゼミ 5回
・ポートフォリオゼミ 5 回
・面接ゼミ 5 回

昨年参考

●合格のカギ

7/1 ～ 7/8　        自己紹介アンケート回答

8/1 ～ 8/3　        エントリー

8/22　　　　      結果通知

8/30 ～ 9/4　　  出願期間

9/15・16 ・29      試験・面接

10/9　                   合格発表（郵送にて）

　

AO/ 日芸オーディション

７月の自己紹介アンケート提出が他大学の
動きよりも早いので注意が必要です。８月の
エントリーでは、ポートフォリオの提出があ
ります。ポートフォリオに入れる作品作りの
期間を春から設けておけばスムーズでしょ
う。
９月の試験ではコース別専攻別試験が課さ
れますので、試験に対応できる実技力を身に
付けておく必要があります。夏期講習などで
実技錬成をしておくと自信を持って試験本
番に臨めるはずです。

公募制推薦入試にも対応可能

AO/ 日藝オーディション
日大藝術学部

6/13（土）第 1回

後期日程にも造形構想学部にも対応可能

9/27 ～ 10/7　   出願期間

10/23　        　   第 1 次選考合格発表

11/9・10   　      第２次選考

11/15　　            第 2 次選考合格発表

　

総合型選抜 /自己推薦（前期）

1 次選考は自己推薦調書と作品資料ファイ
ルによる書類審査となりますが、2次試験に
実技が課せられている学科が殆どです。春か
ら一般入試に匹敵する実技力をつけていく
必要があります。入試は推薦入試だけに絞ら
ずに、一般入試も見据えて対策をしていくこ
とをお勧めします。また、作品資料ファイル
に掲載する作品は時間をかけてクオリティ
の高い作品を選定したほうが良いでしょう。
実技試験対策の延長ではなく、時間をかけた
作品作りを心がけましょう。

総合型選抜 /自己推薦（前期）
武蔵野美術大学

7/18（土）第 1回

●合格のカギ

昨年参考

AO（自己アピール）
指定校推薦にも対応可能

7/13　　              オープンキャンパスでの

                               スクーリング（要予約）

9/4～11       　　出願期間

10/10        　　 試験日

                               （プレゼンテーション選考

                                  / 作品持参可）

11/1　　　　　 合格発表

　

ポートフォリオにいれる作品のクオリティ
が重要です。そのため実技力を高める時間が
必要となります。春からの実技錬成をお勧め
します。AO の準備は実技力をつけてから順
次取り組むくらいの心掛けが良いでしょう。
AO 入試の準備としてはポートフォリオに
30p～60p 程度のページ数が求められます。
また、内容区分が 3区分あり条件を満たす内
容にしなくてはいけません。（A: 基礎能力を
示す資料 /B：専門能力を示す資料 /C：その
他の活動に関する実績を示す資料）作品を多
めに準備して臨みましょう。7 月のオープン
キャンパスへの参加もお勧めします。

東京造形大学

6/27（土）第 1回

昨年参考

●合格のカギ

AO（自己アピール）入試

公募推薦にも対応可能

自己推薦
多摩美術大学

11/2 ～ 11/9　   出願期間

11/23・24   　   試験

11/28　     　      合格発表

　

自己推薦

提出物や面接の有無が学科により異なりま
すので、受験する学科の提出物の確認から進
めましょう。また、推薦方式（自己推薦・公募
推薦）の選択も同時にしていきましょう。公
募推薦は学校長推薦が必要となりますので、
在学の高校にて確認をしておきましょう。全
ての学科で実技試験が課されていますので、
春からの実技錬成が必要です。一般入試に匹
敵する実技力をつけながら、推薦に向けての
準備をしていく必要があります。

9/12（土）第 1回

●合格のカギ

昨年参考

AOⅡ期・Ⅲ期 /公募制推薦にも対応可能

昨年参考　

8/1 ～ 8　        　エントリー

8/9        　　　　プログラム通知

                               事前課題発送

8/24・25　　      AO プログラム

                                ※日程は学科により異なる

8/26　　　　　  結果通知

9/2 ～ 13　　      出願期間

9/19　                  合格発表

第Ⅰ期を受験する場合、まずは 8月上旬のエ
ントリーシート提出に向けて志望理由など
をまとめていく必要があります。出願は 9 月
ですが、この出願までの準備が合否を分けま
すので、早めの取り組みが何より重要です。8
月下旬の AOプログラムに向けて、ポート
フォリオ作成や面接の練習をしていきます。
面接はグループ又は個人形式ですので、状況
に合わせたプレゼンテーションに慣れてお
かなくてはいけません。

AO/Ⅰ期

AO/Ⅰ期
女子美術大学

●合格のカギ

6/20（土）第 1回 6/20（土）第 1回
AOⅡ期～Ⅳ期にも対応可能

AO 入試では書類審査と面接のほかに 4 つ
の中から１つを選択して受験を行います(作
品持参・指導付き実技・美術作文・実績アピー
ル )
また、8 月上旬に横浜美大が主催している
「デッサン描き講習」に参加すると志望理由
書提出が免除になります。AO 入試の主な時
期としてはⅠ期：8 月上旬 /Ⅱ期：9 月下旬
/Ⅲ期：10 月下旬 /Ⅳ期：12 月中旬となり
ます。また、合格後は合格者全員に挑戦権が
ある特待生チャレンジ (3 月中旬 ) も横浜美
術大学の魅力です。

8/1 ～ 5　        　インターネット出願手続き

8/7       　　　　 試験日

8/9　      　　　  合格発表

　

AO/Ⅰ期
横浜美術大学

●合格のカギ

昨年参考　AO/Ⅰ期

6/20（土）第 1回

AO/ 総合デザイン科
自己推薦にもデザイン専攻科にも対応可能

9 月下旬の試験日までに自己 PR のための資
料（A4ファイルポートフォリオ）の準備を進
めていきます。ポートフォリオは面接時に持
参し提出することが義務付けられています。
また、ポートフォリオ作品のクオリティが高
いのが桑沢デザイン専門学校の特徴です。実
技力を養いながら質の高い作品を自己 PRの
ための資料に掲載しましょう。試験は 9 月で
すが、夏前には対策を始めることをお勧めし
ます。

昨年参考　

8/２～ 13          　出願期間

9/22       　　　　試験日

10/1　      　　　合格発表

　

AO/ 総合デザイン科

桑沢デザイン専門学校

●合格のカギ

夏期講習と
同時受講を
お薦めします

〇本対策講座はエントリーシートゼミ、ポートフォリオゼミ、面接ゼミを行います。実技対策は行いませんのでご注意ください。実技対策は通常授業、
　Pre 夏期講習または、夏期講習を受講ください。
〇本講座は昨年度の日程をもとに作成されているため、2020 年度の試験日程によって開講日が変更になる場合がございます。最新情報を必ずご確認く
　ださい。掲載大学以外の対策をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
〇第 2 回以降は基本的に土曜日に行います。詳細は講座説明会、またはお電話メール等でお問い合わせください。
〇各対策講座の第 1 回に参加できなかった方は遠慮なくお申し付けください。


