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出願資格

既卒者 2023年4月1日現在、満20歳以上で下記のいずれかに該当する者
　1. 本校を卒業または2023年3月までに卒業見込みの者
　2. 修業年限が2年以上の専門学校を卒業、または2023年3月までに卒業見込みの者
　3. 大学または短期大学を卒業、または2023年3月までに卒業見込みの者
　4. 外国において学校教育における14年以上の課程を修了した者、および2023年3月修了見込みの者
　5. 上記以外でこれに準ずる学力があると校長が認めた者 

研究科  1年制［昼間部］

証 明 書

○既卒者及び大学、短期大学、専門学校などに1年以上在籍したことがある方は『成績証明書』、
　卒業された方は『成績証明書』と『卒業証明書』が必要です。

●出願手続等において不正があった場合（虚偽の申告、出願資格が無いことが後日判明した場合など）は、合格又は入学を取り消すことがあります。
●本校入学に支障のないビザ（有効期限が2023年4月1日以降のもの）を保有していない場合、本校での修学が不可能となります。出願前に入国管理局で
　入学前と卒業後の在留資格変更申請について確認のうえ、理解し、出願してください。「在留資格の変更」、「在留資格の更新」などの審査は行政庁が行う
　ため、交付が遅れる場合や不許可となった場合、本校は一切の責任を負いません。
●入学後、入国管理局で在留資格の更新などが「不許可」となった場合、納入された学費は返還できません。ただし2023年3月31日までに入学辞退の手続き
　が完了した場合は、入学金を除く納付金の返還をいたします。

留学生

在日出願者
（在留資格を持つ場合）

海外出願者
（在留資格を持って
いない場合）

2023年4月1日現在、満20歳以上で下記のすべてに該当する者
　1. 母国等において12年以上の学校教育を修了した者
　2. 日本語能力が下記の条件のいずれかに該当する者
　　（1）日本語能力試験（JLPT）のN2レベル以上に合格した者
　　（2）日本留学試験（EJU）の日本語科目（読解、聴解・聴読解、記述）で平均点以上を取得した者
　　（3）BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得した者
　　（4）外国人に対する日本語教育を行う教育機関（日本語教育機関）で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて
　　　   6ケ月以上の日本語教育を受けた者
　　（5）学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する学校（幼稚園を除く）において1年以上の教育を受けた者

証 明 書

○下記のすべての証明書の提出が必要です。
 　1. 身分証明書の写し（コピー）
 　2. 本国の最終出身学校等の『卒業証明書』および『成績証明書』（外国語の場合、追加
　　  日本語または英語訳）
 　3. 日本語能力を証明する書類（上記、留学生項目2の証明書）
　　 ※項目2の（4）、（5）に該当する方は、事前にお問い合わせください。
 　4. 経費支弁計画書（※様式は本校ホームページよりダウンロードできます。）

証 明 書

○下記のすべての証明書の提出が必要です。
 　 ）ーピコ（し写の』）トーポスパ（券旅『びよお』ドーカ留在『 .1
 　2. 本国の最終出身学校等の『卒業証明書』および『成績証明書』
 　3. 日本語教育機関の出席状況・成績証明書（毎月とトータルの出席状況および出席率が
　　  記載されて いるもの）
 　4. 日本語教育機関の卒業（卒業見込み）証明書または修了証明書
 　5. 日本語能力を証明する書類（上記、留学生項目2の証明書）
　　 ※項目2の（4）、（5）に該当する方は、事前にお問い合わせください。
 　6. 経費支弁計画書（※様式は本校ホームページよりダウンロードできます。）

オープンキャンパスを毎月実施しているほか、学校見学は、随時受け付けております。ぜひお気軽に学校へお越しください。
※詳しくは創形美術学校ホームページまたは、学校事務局まで。

オープンキャンパスのお申し込み先

TEL : 03-3986-1981 ／ e-mail : sokei@sokei.ac.jp ／ URL : https://kenkyuka.sokei.ac.jp 創形 検 索

※第1期のみの応募です。
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研究科入学
   研究科応募

   研究科［特待］応募〈専願応募〉

   内部生［特待］応募

   内部生応募

内部生［特待］応募

内部生応募

2023年3月24日（金）

研究科応募

研究科［特待］応募

募集要項をよく読み、必要な書類を用意
してください。

2つの課程からコースを選択。
さらに自分の研究テーマに合わせて専攻
分野を選びます。

出願から入学までの流れ

オープンキャンパスに参加

コースの検討

出願方法の検討

   出願カテゴリー（P.4参照）

出願書類の準備

出願書類

 入学願書について

○入学願書（P.11）の該当する箇所すべて
　に記入し、写真貼付、捺印してください。

 入学検定料について

○入学検定料は20,000円です。

※留学生は、上記入学検定料の他に別途
　日本語能力判定テスト検定料10,000円
　がかかります。
　ただし内部生［特待］応募・内部生応募は
　日本語能力判定テストが免除されます。

 提出された書類について

○書類に不備が無いように、提出前に充分
　に注意して提出してください。

○いったん提出した書類は返還いたしま
　せん。また書類の訂正には応じません。

 顔写真について

○縦4cm×横3cm、上半身脱帽正面向で
　３ヶ月以内に撮影したもの。
　裏面に氏名を記入してください。

○入学願書、応募票の指定個所にそれぞれ
　貼付け、もう一枚はクリップで願書に留め
　てください。

 証明書について

○P1の「証明書」を参照ください。

入学試験

出願提出

【入学試験結果のお知らせ】
入学試験日より10日以内に郵送にて通知
※合否に関する問い合わせには一切応じません。

入学試験日

出　願 入学手続き

入学試験結果発表

合格者は入学手続きの書類をご確認い
ただき、期限内に学費納入と必要書類
（通学する住所および通学定期購入区
間の申請、誓約書）を提出してください。

○学費など納付金は、原則合否結果通知
　受理後から10日間となります。
　ただし、3月17日・24日が入学試験日の
　方は、4月1日が納入期限日となります。

○他校を併願応募する場合には「併願申
　請」を行うことで、本校の第3期入学試験
　の学費納入手続きは4月3日まで延長する
　ことができます。なお、その場合でも合否
　結果通知受理後から10日以内に必要書類
　の提出と入学金の納付は必要となります。
　事前にお問い合わせください。

○入学手続き完了後において、やむを得ず
　入学を辞退される場合は、速やかに本校
　事務局へ入学辞退の旨を申し出てくだ
　さい。納入期限の3月31日までに辞退の
　手続きを完了した場合に限り、入学金を
　除く納付金の返還をいたします。

○海外出願の留学生は「在留資格認定証明
　書」の交付が重複しないように注意して
　ください。

○期限内に入学手続きを行わない場合に
　は、入学許可を取り消すことがあります。
　ご注意ください。

○学費納入などでお困りの場合には、お
　早めにご相談ください。

入学手続き

それぞれの出願カテゴリーの選考日を
ご確認のうえ、試験日3日前までに必着
となるように出願してください。

それぞれの出願カテゴリーによって実施
日が異なります。

○詳しくはP.6からのそれぞれの応募の頁で
　ご確認ください。

募集定員

アート・デザイン専門課程

美術進学課程
20名

アート・デザイン専門課程

ファインアートコース

アート研究コース

デザインビジネスコース

● 絵画専攻分野
● 版画専攻分野

● 絵画専攻分野
● 版画専攻分野
● イラストレーション・絵本専攻分野
● グラフィックデザイン専攻分野
● メディアデザイン専攻分野

ビジュアルデザインコース
● イラストレーション・絵本専攻分野
● グラフィックデザイン専攻分野
● メディアデザイン専攻分野

美術進学課程

研究科は修了後、研修生として複数年、
在籍することができます。複数年在籍
するには、その都度出願し、入学試験に
合格する必要があります。
研修生は内部生の応募資格対象者となり
ます。

第1期 ： 2022年10月  9日（日）
※海外出願者は第1期のみの応募と
　なります。

第2期 ： 2023年  2月  5日（日）
第3期 ： 2023年  3月17日（金）

 窓口に直接提出の場合

○出願書類一式に入学検定料20,000円を
　添えて本校2Fの受付窓口に提出してくだ
　さい。

※留学生は、上記20,000円（入学検定料）に
　加えて10,000円（日本語能力判定テスト
　検定料）の合計30,000円を添えてお申し
　込みください。ただし内部生［特待］応募・
　内部生応募は日本語能力判定テストが
　免除されます。

 郵送による出願の場合

○事前に郵便局の窓口で『普通為替振出請
　求書兼為替金受領書』に記入し、20,000円
　（入学検定料）を添えて申し込み、『普通為
　替証書』を発行してもらってください（手数
　料が必要）。

　『普通為替証書』には何も記入しないで
　ください。出願書類一式に『普通為替証
　書』を同封して、創形美術学校事務局まで
　郵送してください。

※留学生は、上記20,000円（入学検定料）に
　加えて10,000円（日本語能力判定テスト
　検定料）の合計30,000円を添えてお申し
　込みください。ただし内部生［特待］応募・
　内部生応募は日本語能力判定テストが
　免除されます。

出願から入学までのお問い合わせ先

創形美術学校事務局
〒171-0021東京都豊島区西池袋3-31-2
TEL : 03-3986-1981
※〈月～土曜日〉午前9時～午後5時まで。
e-mail : sokei@sokei.ac.jp

出願書類提出先

創形美術学校事務局
〒171-0021東京都豊島区西池袋3-31-2
TEL : 03-3986-1981
窓口受付時間（2F受付窓口）
〈月～土曜日〉午前9時～午後5時まで。

※日・祝日・夏期休業日（8/7～8/14）・冬期
　休業日（12/25～1/5）は受け付けており
　ません。ご注意ください。

日本語能力判定テストを実施します。

※テスト日については、学校事務局より
　ご連絡をいたします。

※ただし内部生［特待］応募・内部生応募
　は日本語能力判定テストが免除され
　ます。

※授業は日本語で行われるため、受講に
　支障がない程度の日本語能力を要し
　ます。

【留学生の場合】

※出願できる専攻分野は1専攻分野のみです。
　なお、入学手続き完了後の課程及び、専攻
　分野の変更はできません。

※2023年度より「絵画造形専攻」は「絵画専攻」
　に、「アニメーション&コミック専攻」は「メディ
　アデザイン専攻」に専攻名の変更を予定して
　おります。
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○入学検定料は、20,000円です。
○留学生は上記入学検定料以外に別途、日本語能力判定テスト検定料10,000円がかかります。ただし内部生の日本語能力判定テストは免除されます。

★【特待奨学金選考】は、入学合否試験と特待生認定選考を同時に行います。特待生認定に至らなくても入学基準に達している場合は合格が認められます。
○試験日が3月17日・24日の合格者は4月1日までに、学費納入と必要書類を提出してください。

学費などの納付金は原則、合格通知受理後
から10日間となります。詳しくはP3の「入学
手続き」をご確認ください。

※3月17日・24日に応募をされる方は4月1日
　が入学手続き締切日となります。
※3月31日までに入学辞退の意思表示をされ
　た方は、納付金のうち入学金以外の学納金
　を返納いたします。

学費一覧

入学金

研究科 研究科（研修生）

60,000

264,000 264,000

740,000 370,000

13,200

11,000

13,200

198,000 198,000

授業料

教育実習費

パソコン実習費

施設・設備費

卒業行事費 11,000

合　計 1,286,200 856,200

研究科  1年制［昼間部］／  研究科研修生

奨学金

研究科 特待奨学金A

内部生研究科進学奨学金

研究科
特待奨学金

200,000円

研究科 特待奨学金B 100,000円

研究科 特待奨学金 C 50,000円

研究科［特待］応募

内部生［特待］応募 250,000円

若干名

3名程度

3名程度

若干名

奨学金として授業料より下記の金額を減額します。

＊ 特待生とは？・・・・ 創形美術学校では【特待奨学金選考】に応募し、入学基準に達している合格者のうち学習意欲が高い成績優秀者
　　　　　　　　　　　を「特待生」と認定しています。特待生には学業や学生生活において他の学生の模範となる行動を求めます。

留学生受入れ促進プログラム制度（日本留学試験成績優秀者）
留学資格を持つ私費外国人留学生を対象にした奨励費給付制度です。
詳しくは、日本学生支援機構のホームページでご確認ください。 https://www.jasso.go.jp

創形美術学校の奨学金制度
創形美術学校では、「特待奨学金」という独自の奨学金制度を設けております。
「特待奨学金」が適用されるには、選考を経て「特待生＊」の認定を受ける必要があります。

実技テストを必要としない入学方法です。

本校内部生（本課程、および研究科生）を対象にした
入学方法です。合格が認められた人のうち、特待生と
して認定された場合は、特待奨学金が給付されます。

種 　 類入 学 方 法 対 象

内部生［特待］応募〈専願応募〉

既卒者

留学生
研究科応募

研究科入学

1） 本課程成績 あるいは 修了制作作品
2） ポートフォリオ1冊
3） 小論文
4） 面　接

応 募 期 間 入 学 試 験 日 入 学 試 験 方 法

研究科［特待］応募〈専願応募〉
特待奨学金の給付を受けられる入学方法です。
合格が認められた人のうち、特待生として認定された
場合は、特待奨学金が給付されます。

2023年 1月10日（火）

～

2023年 3月20日（月）

2022年 9 月 1日（木）

～

2023年 3月14日（火）

1） 書類審査（提出書類）
2） ポートフォリオ1冊
3） 小論文
4） 面　接

【留学生の場合】 日本語能力判定テスト

1） 書類審査（提出書類）
2） ポートフォリオ1冊
3） 実技テスト（4時間）
4） 小論文
5） 面　接

【留学生の場合】 日本語能力判定テスト

（P.6参照）

（P.7参照）

（P.8参照）

出願カテゴリー

研究科  1年制［昼間部］研究科は、大学、短大、2年制以上の専門学校を卒業、または卒業見込の人が対象の科です。

既卒者

留学生

内部生

（P.9参照）

2022年3月24日（金）

本校内部生（本課程、および研究科生）を対象にした
入学方法です。

内部生応募

1） 本課程成績 あるいは 修了制作作品
2） ポートフォリオ1冊
3） 面　接※

　  ※すでに担当教員との面接を行っている場合は免除されます。

内部生

第1期 ： 2022年10月  9日（日）
※海外出願者は第1期のみの応募となります。

第2期 ： 2023年 2月 5日（日）
第3期 ： 2023年  3月17日（金）

試験日は選択できます。

※入学試験結果のお知らせは、入学試験日より
　10日以内に郵送にて通知いたします。

※入学試験結果のお知らせは、入学試験日より
　10日以内に郵送にて通知いたします。

納入時期

機材費
デザイン業界を志す場合、個人でパソコンを所有しておくことが一般的に必要条件となっています。（デザイン系の美大大学院ではパソコンが必須です）
本校のデザイン系授業を受講する場合はMacノート型パソコンと、Adbe Creative Cloudアプリを準備してください。
その他、受講する授業によっては画材、パソコンソフトが必要となる場合があります。

※特待生として逸脱するような言動、中途退学、あるいは修了不可と認定された場合には、奨学金の返金を求めます。
同窓会費
入学時には、上記以外に同窓会終身会費 15,000 円を納入してください。
※内部生特待応募および内部生応募は上記納入は必要ありません。

パソコン実習費
「パソコン実習費」は、授業を行うためにネットワーク環境やパソコン周辺機器の整備に充てられます。

【留学生の場合】 日本語能力判定テスト

特 　 徴

随時日本語能力判定テストを実施します。
テスト日については、学校事務局からご連絡を
いたします。

災害被災者支援制度
罹災者証明書があれば授業料の一部を給付する制度です。詳しくは本校事務局までお問い合わせください。

学生・生徒災害傷害保険制度
授業中や通学時、学校行事など学生生活全般での事故・傷害・賠償事故を補償する制度です。死亡時の給付、後遺障害補償、入院時の保障、
授業や学校活動の損害賠償等も付加されています。入学と同時に学校単位で加入しますので、一切費用はかかりません。

【特待奨学金選考】★

【特待奨学金選考】★
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試験方法

1. 書類審査（提出書類）
　※大学、専門学校、日本語学校などで発行された証明書の記録や内容で評価します。

2. ポートフォリオ1冊
　※今までに制作してきた作品です。試験日に持参してください。
　※映像データの場合は、事務局までお問い合わせください。

3. 小論文
　［小論文：テーマ］
　○ 「創形美術学校で学びたいことを自分の研究テーマと関連させて論述しなさい。」
　    日本語の横書きで、800文字以上1,600文字以内とする。（市販の原稿用紙に自筆で記述すること）
　※必要書類と一緒に出願時に提出してください。

4. 面　接

［スケジュール］
○ 受　付／作品提出  13:00～
○ 面　接  13: 10～  ※応募番号順に面接を実施します。

【留学生の場合】 日本語能力判定テスト
※テストの日程、入学試験方法については、学校事務局からご連絡をいたします。

結果通知 入学試験日より10日以内に郵送にて通知いたします。

1. 入学願書 （P.11）
　※該当する箇所すべてを記入し、写真貼付、捺印してください。

2. 証明書（P.1の証明書を参照）

3. 顔写真（3枚）
　※縦4cm×横3cm、上半身脱帽正面向で３ヶ月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入してください。
　　入学願書・応募票の指定箇所に貼付。残り1枚は、クリップで願書に留めてください。

4. 小論文
　※“テーマ”に沿った文章を作成してください。

○ 入学検定料は 20,000円です。
　 ※留学生は上記入学検定料以外に別途、日本語能力判定テスト検定料10,000円がかかります。

必要書類

○他校を併願受験している場合には『併願申請』を行うことで、本校の入学手続きの期限を変更することができます。事前にお問い合わせください。
○合格者は入学手続きの書類をご確認いただき、期限内に学費納入と必要書類（通学する住所および通学定期購入区間の申請、誓約書）を提出してください。
　学費など納付金は、原則合格通知受理後から10日間となります。ただし、3月17日が入学試験日の方は、4月1日が納入期限日となります。
○本校の研究科を修了後に美術系大学、大学院などに進学する場合、進学する学校の出願資格が必要となります。志望大学へお問い合わせください。

研究科入学

応募期間 2022年9月1日（木）～ 2023年3月14日（火）

試験日

第1～3期より入学試験日を選択できます。
※入学試験日3日前までに必着となるように出願してください。

第1期 ： 2022年10月 9日（日）
※海外出願者は第1期のみの応募となります。

第2期 ： 2023年 2月 5日（日）
第3期  ： 2023年 3月17日（金）

研究科応募
実技テストを必要としない入学方法です。

応募資格 既卒者、留学生で、P.1の研究科 1年制の出願資格を有する方が対象となります。

研究科は、大学、短大、2年制以上の専門学校を卒業、または卒業見込の方が対象の科です。1年制の専門課程が学べます。

研究科［特待］応募〈専願応募〉
特待奨学金の給付を受けられる入学方法です。合格が認められた人のうち、特待生として認定された場合は、特待奨学金が給付されます。

試験方法

1. 書類審査（提出書類）
　※大学、専門学校、日本語学校などで発行された証明書の記録や内容で評価します。

2. ポートフォリオ1冊
　※今までに制作してきた作品です。試験日に持参してください。
　※映像データの場合は、事務局までお問い合わせください。

3. 実　技（4時間）
　※アイデア、制作スキル、表現力などの総合的評価を行います。 持参するもの［平面作品制作用具一式］

4. 小論文
　［小論文：テーマ］
　○ 「創形美術学校で学びたいことを自分の研究テーマと関連させて論述しなさい。」
　    日本語の横書きで、800文字以上1,600文字以内とする。（市販の原稿用紙に自筆で記述すること）
　※必要書類と一緒に出願時に提出してください。

5. 面　接
［スケジュール］
○ 受　付／作品提出   9 :30～  9 :50
○ 実技テスト   10 :00～12:00 ／ 13:00～15:00  ※12:00～13:00は昼食休憩となります。
○ 面　接   15:10～16:00  ※応募番号順に面接を実施します。

結果通知 入学試験日より10日以内に郵送にて通知いたします。

1. 入学願書 （P.11）
　※該当する箇所すべてを記入し、写真貼付、捺印してください。

2. 証明書（P.1の証明書を参照）

3. 顔写真（3枚）
　※縦4cm×横3cm、上半身脱帽正面向で３ヶ月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入してください。
　　入学願書・応募票の指定箇所に貼付。残り1枚は、クリップで願書に留めてください。

4. 小論文
　※“テーマ”に沿った文章を作成してください。

○ 入学検定料は 20,000円です。
　 ※留学生は上記入学検定料以外に別途、日本語能力判定テスト検定料10,000円がかかります。

必要書類

応募期間 2022年9月1日（木）～ 2023年3月14日（火）

試験日

第1～3期より入学選考日を選択できます。
※入学試験日3日前までに必着となるように出願してください。

応募資格 既卒者、留学生で、P.1の研究科 1年制の出願資格を有する方が対象となります。

○合格者は入学手続きの書類をご確認いただき、期限内に学費納入と必要書類（通学する住所および通学定期購入区間の申請、誓約書）を提出してください。
　学費など納付金は、原則合格通知受理後から10日間となります。ただし、3月17日が入学試験日の方は、4月1日が納入期限日となります。
○本校の研究科を修了後に美術系大学、大学院などに進学する場合、進学する学校の出願資格が必要となります。志望大学へお問い合わせください。

研究科特待奨学金 A：200,000円／ B：100,000円／ C：50,000円
※いずれの特待生に認定されなかった場合でも、入学基準に達していれば研究科応募として合格となります。
※奨学金は学費の一部免除というかたちで給付されます。
注）特待生として逸脱するような言動、中途退学、あるいは修了不可と認定された場合には、奨学金の返金を求めます。

特待奨学金

【留学生の場合】 日本語能力判定テスト
※テストの日程、入学試験方法については、学校事務局からご連絡をいたします。

【留学生の場合】 日本語能力判定テスト
随時日本語能力判定テストを実施します。テスト日に
ついて出願時に学校事務局からご連絡をいたします。

第1期 ： 2022年10月 9日（日）
※海外出願者は第1期のみの応募となります。

第2期 ： 2023年 2月 5日（日）
第3期  ： 2023年 3月17日（金）

【留学生の場合】 日本語能力判定テスト
随時日本語能力判定テストを実施します。テスト日に
ついて出願時に学校事務局からご連絡をいたします。
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結果通知 入学試験日より10日以内に郵送にて通知いたします。

必要書類

1. 入学願書 （P.11）
　※該当する箇所すべてを記入し、写真貼付、捺印してください。

2. 顔写真（3枚）
　※縦4cm×横3cm、上半身脱帽正面向で３ヶ月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入してください。
　　入学願書・応募票の指定箇所に貼付。残り1枚は、クリップで願書に留めてください。

3. 小論文
　※“テーマ”に沿った文章を作成してください。

○ 入学検定料は 20,000円です。（条件を満たした場合、割引が受けられます。詳しくは事務局まで。）

試験方法

研究科進学奨学金：250,000円
※特待生に認定されなかった場合でも、入学基準に達していれば内部生応募として合格となります。
※奨学金は学費の一部免除というかたちで給付されます。
注）特待生として逸脱するような言動、中途退学、あるいは修了不可と認定された場合には、奨学金の返金を求めます。

1. 本課程の成績、あるいは修了制作作品

2. ポートフォリオ1冊
　※今までに制作してきた作品です。試験日に持参してください。
　※映像データの場合は、事務局までお問い合わせください。

3. 小論文
　［小論文：テーマ］
　○ 創形美術学校で学びたいことを自分の研究テーマと関連させて論述しなさい。
　    日本語の横書きで、800文字以上1,600文字以内とする。（市販の原稿用紙に自筆で記述すること）
　※必要書類と一緒に出願時に提出してください。

4. 面　接

特待奨学金

内部生［特待］応募〈専願応募〉
本校内部生（本課程、および研究科生）を対象とした入学方法です。合格が認められた人のうち、特待生として認定された場合は、特待奨学金が給付されます。

応募資格 本校の本課程を卒業あるいは卒業見込の学生、研究科を修了あるいは修了見込みの学生が対象となります。

ワークスタディ支援制度
◎経済的に就学困難な学生を支援する制度です。
　対象者：内部生特待生でかつ、教員サポート業務を行うことのできる研究生
　助成金：250,000円／定員　1名　※内部生研究科進学奨学金との併用となり、合計500,000円の給付となります。
　条　件：経済的に修学困難な学生で、日本学生支援機構等の奨学金を借与中もしくは申請中であり、授業の空き時間や休業期間に
　　　　   計画的に一定時間以上作業に従事できる者。なおかつ、前年度までの出席率が良く（90％以上）成績が優秀な学生と本校が
　　　　   認定した場合

日本学生支援機構による
奨学金制度

東京都育英資金

各種教育ローン

日本学生支援機構は、経済的理由により修学に困難がある優れた学生に対し学資を貸与します。
○「在学採用」…本校入学後に申請してください。
○奨学金の種類
　1. 第一種奨学金（無利子／自宅通学…月額 : 20,000円・30,000円・40,000円・53,000円
　　　　　　　　 自宅外通学…月額 : 20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円）
　2. 第二種奨学金（有利子／月額 : 20,000円～120,000円（10,000円単位））
　3. 入学時特別増額貸与奨学金（有利子／月額 :100,000円～500,000円（100,000円単位））
　※返還時の負担などを充分考慮し、学資として必要となる適切な金額を選んで申請してください。
　　貸与終了後は返還の義務があります。
https ://www.jasso.go.jp/

東京都育英資金とは、東京都私学財団が運営する奨学金制度で、勉学意欲のある学生へ勉学に必要な資金の
一部を貸与します。
○貸付月額：53,000円（無利子）
　※申し込みは、本人と保護者が都内に住所を有している人が対象です。
https ://www.shigaku-tokyo.or.jp

本校指定金融機関による各種教育ローンがご利用できます。
詳しくは、本校事務局までお問い合わせください。

○研究科は研修生として複数年、在籍することができます。ただし複数年在籍するには、その都度出願し、入学試験に合格する必要があります。研修生は
　内部生特待の応募資格対象者となります。
○合格者は入学手続きの書類をご確認いただき、期限内に学費納入と必要書類（通学する住所および通学定期購入区間の申請、誓約書）を提出してください。
　学費など納付金は、4月1日までとなります。
○内部生留学生は日本語能力判定テストが免除されます。
○本校の研究科を修了後に美術系大学、大学院などに進学する場合、進学する学校の出願資格が必要となります。志望大学へお問い合わせください。

必要書類

1. 入学願書 （P.11）
　※該当する箇所すべてを記入し、写真貼付、捺印してください。

2. 顔写真（3枚）
　※縦4cm×横3cm、上半身脱帽正面向で３ヶ月以内に撮影したもの。裏面に氏名を記入してください。
　　入学願書・応募票の指定箇所に貼付。残り1枚は、クリップで願書に留めてください。

○ 入学検定料は 20,000円です。

試験方法

1. 本課程の成績、あるいは修了制作作品

2. ポートフォリオ1冊
　※今までに制作してきた作品です。試験日に持参してください。
　※映像データの場合は、事務局までお問い合わせください。

3. 面　接　※すでに担当教員との面談を行っている場合は免除されます。

内部生応募
本校内部生（本課程、および研究科生）を対象とした入学方法です。

応募資格 本校の本課程を卒業あるいは卒業見込の学生、研究科を修了あるいは修了見込みの学生が対象となります。

応募期間

試験日

応募期間 2023年1月10日（火） ～ 2023年3月20日（月）

試験日 2023年3月24日（金）

2023年1月10日（火） ～ 2023年3月20日（月）

2023年3月24日（金）

結果通知 入学試験日より10日以内に郵送にて通知いたします。

○研究科は研修生として複数年、在籍することができます。ただし複数年在籍するには、その都度出願し、入学試験に合格する必要があります。
○合格者は入学手続きの書類をご確認いただき、期限内に学費納入と必要書類（通学する住所および通学定期購入区間の申請、誓約書）を提出してください。
　学費など納付金は、4月1日までとなります。
○内部生留学生は日本語能力判定テストが免除されます。
○本校の研究科を修了後に美術系大学、大学院などに進学する場合、進学する学校の出願資格が必要となります。志望大学へお問い合わせください。

公的奨学金・教育ローン

公的奨学金や国の教育ローン、各種学費クレジットなどのご案内もしております。
学費面でご心配な方は、学校見学やオープンキャンパスへのご参加の際にご相談ください。または学校事務局までお問い合わせください。
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創形美術学校 学生募集要項 研究科 2023　W400mm×H292mm
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アート研究コース

デザインビジネスコース

アート・デザイン専門課程

ファインアートコース

ビジュアルデザインコース

美術進学課程

専攻分野

＊

（切り離さないこと）

氏

　名

○
で
囲
ん
で

く
だ
さ
い
。

入
学
試
験
日

ふりがな

応 募 票
2023年度

氏

　名

（
高
校
卒
業
後
）

出 

身 

学 

校

（
保
証
人
）

保
護
者

※

創形美術学校 入学願書（学籍簿）2023年度

本人印

印

ふりがな

アルファベット表記

住

　所

生年月日 西暦   　　　　 年　　　 月　　　 日生　 （満　　　　歳）

国籍　　　　　　　　　　 国

性
別

学校名

印

学籍番号 ※奨学金 区分※応募番号

※応募番号

氏

　名

住

　所

続　柄 保護者印

電話番号　　　　（　　　）　　　　／ 携帯番号　　　　（　　　）　　　　

メールアドレス　　　　　　　　　　　＠

写 真 貼 付

縦4cm×横3cm

●上半身脱帽・正面向

●3ヶ月以内に撮影

●裏面に氏名を記入

写 真 貼 付

縦4cm×横3cm

●上半身脱帽・正面向

●3ヶ月以内に撮影

●裏面に氏名を記入

【記入時の注意事項】
●入学願書は、黒のボールペン、もしくは万年筆で応募者本人

　が記入してください。消せるボールペンの使用は不可です。
●誤りは修正液を使用せず、＝線で修正してください。
●写真は剝がれないようにしっかり貼り付けてください。

●色つき文字の部分は該当する箇所を◯で囲んでください。
●※印のある枠内は記入しないでください。
●入学試験日については後日、本校より確認させていただく場合があります。
●保護者（保証人）は学費を請求させていただく方を記入してください。

注）※印は記入しないでください。

ふりがな

アルファベット表記

西暦　　　 　 年 　　  月

卒業　  卒業見込　  中退

《
キ
リ
ト
リ
》

《
キ
リ
ト
リ
》

《キリトリ》

　＊専攻分野名（下記参照）を記入してください。
　専攻分野名 ： 「絵画」「版画」「イラストレーション･絵本」「グラフィックデザイン」「メディアデザイン」
　※出願できる専攻分野は1専攻分野のみです。なお、入学手続き完了後の専攻分野の変更はできません。
　※2023年度より「絵画造形専攻」は「絵画専攻」に、「アニメーション&コミック専攻」は「メディアデザイン専攻」に専攻名の変更を予定しております。

研究科応募

入学願書  記入例

入学願書

 2022年 10月  9日（日）
入学試験日

研究科応募

研究科［特待］応募

研究科［特待］応募

内部生［特待］応募

内部生応募

西暦   　　　　年　　　 月　　　 日生　  生年月日

電話番号　　　　（　　　）　　　　／ 携帯番号　　　　（　　　）　　　　

受　領　日

※
東京都豊島区西池袋3丁目31-2金 10,000円 日本語能力判定テスト検定料として受領いたしました。

本物にふれる 本当の力をつける

入学検定料として受領いたしました。金 20,000円

大学　 短期大学　 専門学校　 各種学校　 日本語学校　 その他 在学中 　　　年生

内部生［特待］応募

内部生応募

 2023年   2月  5日（日）

 2023年   3月17日（金）

 2023年   3月24日（金）

 2022年 10月  9日（日）

  2023年   2月  5日（日）

  2023年   3月17日（金）

  2023年   3月24日（金）

（切り離さないこと）

専攻分野
＊

アート研究コース
デザインビジネスコース

アート・デザイン専門課程

ファインアートコース
ビジュアルデザインコース

美術進学課程

氏

　名

○
で
囲
ん
で

く
だ
さ
い
。

入
学
試
験
日

ふりがな

応 募 票
2023年度

氏

　名

（
高
校
卒
業
後
）

出 

身 

学 

校

（
保
証
人
）

保
護
者

※

創形美術学校 入学願書（学籍簿）2023年度

本人印

印

ふりがな

アルファベット表記

住

　所

生年月日 西暦   　　　　 年　　　 月　　　 日生　 （満　　　　歳）

国籍　　　　　　　　　　 国

性
別

学校名

印

学籍番号 ※奨学金 区分※応募番号

※応募番号

氏

　名

住

　所

続　柄 保護者印

電話番号　　　　（　　　）　　　　／ 携帯番号　　　　（　　　）　　　　

メールアドレス　　　　　　　　　　　＠

アート研究コース

デザインビジネスコース

アート・デザイン専門課程

ファインアートコース

ビジュアルデザインコース

美術進学課程

専攻分野

＊

注）※印は記入しないでください。

ふりがな

アルファベット表記

西暦　　　 　 年 　　  月

卒業　  卒業見込　  中退

研究科応募

 2022年 10月  9日（日）
入学試験日

研究科応募

研究科［特待］応募

研究科［特待］応募

内部生［特待］応募

内部生応募

西暦   　　　　年　　　 月　　　 日生　  生年月日

電話番号　　　　（　　　）　　　　／ 携帯番号　　　　（　　　）　　　　

受　領　日

※
東京都豊島区西池袋3丁目31-2金 10,000円 日本語能力判定テスト検定料として受領いたしました。

本物にふれる 本当の力をつける

入学検定料として受領いたしました。金 20,000円

大学　 短期大学　 専門学校　 各種学校　 日本語学校　 その他 在学中 　　　年生

内部生［特待］応募

内部生応募

 2023年   2月  5日（日）

 2023年   3月17日（金）

 2023年   3月24日（金）

 2022年 10月  9日（日）

  2023年   2月  5日（日）

  2023年   3月17日（金）

  2023年   3月24日（金）
専攻分野

＊

アート研究コース
デザインビジネスコース

アート・デザイン専門課程

ファインアートコース
ビジュアルデザインコース

美術進学課程

記入しないでください。

記入しないでください。

記入しないでください。 記入しないでください。 記入しないでください。

写真は、裏面に氏名を記入して貼付。
他1枚をクリップで願書に留めてください。

希望する応募と希望の試験日を○で囲ってください。

必ず、捺印してください。

応募票にも忘れずに
記入してください。

必ず、捺印してください。

【記入時の注意事項】にある専攻分野名を
記入してください。

【記入時の注意事項】に
ある専攻分野名を記入
してください。

志望コースを○で
囲んでください。

志望コースを○で
囲んでください。

緊急連絡先も兼ねています。未成年の方は、保護者の欄を必ず記入してください。
留学生は、学費を請求させていただく方を記入してください。


