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高校生 2020年4月1日現在、満18歳以上で下記のいずれかに該当する者
　1. 高等学校を卒業（2020年3月卒業見込者を含む）
　2. 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者
　3. 修業年限が3年の高等専門学校の3年次修了者（2020年3月修了見込者を含む）
　4. 文部科学大臣指定専修学校高等課程の修了者（2020年3月修了見込者を含む）
　5. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者
　6. 外国の大学入学資格の保有者

既卒者 2020年4月1日現在、満18歳以上で下記のいずれかに該当し、高等学校卒業者と同等以上の学力を有すると
認められる者（学校教育法施行規則第183条に該当した者）
　1. 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
　2. 外国において学校教育における12年の課程を修了した者
　3. 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものと指定した在外教育施設の該当課程を修了した者
　4. 文部科学大臣の指定した者
　5. 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者
　6. 修業年限が3年以上の専修学校の高等課程を修了した者
　7. 学校教育法第90条第2項の規程により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる専修学校に
　　おいて、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者
　8. 本校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、18歳に
　　達した者（※出願前に入学資格審査を受ける必要があります。詳しくは、本校事務局までお問い合わせください。）

○下記の1、2、3に該当する方は高等学校からの『調査書』が必要です。
　 1.  高等学校卒業または卒業見込者
　 2.  修業年限が3年の高等専門学校の3年次修了または修了見込者
　 3.  文部科学大臣指定専修学校高等課程を卒業または卒業見込者

○高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者は、『合格証明書』『成績証明書』のいずれか
　の証明書が必要です。

証 明 書

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。

出願资格

I N D E X

出願资格

从申请出願到入学的流程

出願类别

学费

奖学金 

AO入学

一般入学

特待入学

编入学（2年级）

出願材料

入学愿书

AO应募报名纸

作文课题原稿用纸

1

2

4

6

7

9

11

13

14

15～ 

《様式-1》

《様式-2》

《様式-4》 2年级编入入学

毕业者

留学生

直至2020年4月1日为止，满19岁以上符合下记任何一项条件的学生
  1. 毕业于5年制高等专门学校，或者是2020年3月的毕业生
  2. 与本校同领域的大学、短期大学、专门学校里在学1年以上，修满1年课程的学生，或者是2020年3月的毕业生
  3. 得到本校校长承认相关能力的学生

●对于出愿材料，跟事实如有不符情况，将取消入学资格。

本课程  3年制［白天课程］

留学生 直至2020年4月1日为止，满18岁以上符合下记条件的留学生

　1. 修满12年以上学校教育，并且持有法定的在留资格者
　2. 关于日语能力，符合下记任何一项条件的对象者
　　（1）日语能力考试（JLPT）为N2以上
       （2）日本留学考试（EJU）中的日本语科目（阅读、听解·听读解、记述）的得点为200分以上
       （3）J-TEST，BJT商务日语能力考试的成绩相当于日本语能力考试N2水平以上
       （4）在财团法人日本语教育振兴协会认定的日语教育机关里，接受过6个月以上的日本语教育
　　　 （这被认定为日本语能力相当于日本语能力考试N2能力以上）
       （5）在学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条里规定的学校（除育儿园）里接受过1年以上的教育的留学生

出願时所需的证明材料

证明材料

1.『在留卡』正反面复印以及『护照』的复印
2.最终出身学校开具的『毕业证明』和『成绩证明』
3.日本语学校的『成绩证明』和『出席证明』
4.日本语学校的『预计毕业证明』，『毕业证明』或『修了证明』
5.日本語能力的证明材料
6.在日经费支付能力的相关证明材料

请参照以上的证明材料栏
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请详细阅读招生事项，准备好必要的材料。请从美术科·视觉设计科里选择希望科目。

※ 升入2年级的时候将重新选择专业。

每个月都有校园开放日和课堂参观，
预约随时都可受理。
欢迎来本校了解更多详细信息。

※关于校园开放日的具体内容，
　请参照学校网站，或者咨询本校的事务局。

从申请出願到入学的流程

参加校园开放日

AO入学
   AO应募（专願应募）

学科的选择

出願方法的选择

出願类别（请参照P.4）

TEL : 03-3986-1981
URL : https://www.sokei.ac.jp/
e-mail : sokei@sokei.ac.jp

创形美术学校 検 索

校园开放日的报名方法

咨询处

本课程3年制［白天课程］

编入入学 ［白天课程］

【 报 名 期 间 】
2019年6月1日（周六）
　　　  

～

2020年1月9日（周四）
（请参照P.9）

（请参照P.11）

（请参照P.14）

AO应募出願资格的
认定是通过提交简历（様式-2），
作文和面谈的方法来进行。

出願材料的准备

出願材料

 关于入学願書

○请在入学願書（様式-1）里填写所有的
　空格栏，记得张贴照片，盖上印章。

 直接交递到学校事务局的情况

○请把出願材料和报名费30,000日元
　一同交到本校2F的受理处。

※出願报名费为20,000日元，
　加上日本语考试的10,000日元，
　合计为30,000日元。

 邮寄的情况

○在邮局的窗口填写
　「普通為替振出請求書兼為替金受領書」后，
　同报名费30,000日元一起递交给
　工作人员之后可以拿到『普通為替証書』
　（需要手续费）。

　请不要在『普通為替証書』上写东西，
　把它和出願材料一起邮寄到学校。

 关于作文

○请使用本卷末页的「作文課題原稿用紙」
　（様式-4），根据题目和要求的字数写作文。

 关于报名费用

○报名费为20,000日元。

＊留学生需要参加日本语考试，
　报名费另外需要10,000日元。

 关于照片

○长4cm×宽3cm，近期3个月以内的上半身
　正面免冠头像照片。请在背面写上姓名。
○照片请粘贴在入学願書·应募票的指定处。
　剩下的一张照片，请用回行针别在願書上。
○AO应募的情况，报名表的指定处也需要
　粘贴照片。

 关于证明书

○请参照P1的「证明材料」栏。

考　试

出願材料的提出

【考试结果的通知】
考完试后，7天之内将发送结果通知书

考试日期

出　願 入学手续

考试结果发表

合格者请确认入学手续的材料，
请在规定的期间内交付学费和
必要的材料。

（住址、通学定期购入区间的申请表、
  誓约书）

◎学费等交付金，原则是在收到考试
　结果通知书之后的10天以内交付。
　只是，考试日期为3月22日的同学，
　请在4月4日前办理完入学手续。

◎同时报考其它学校的情况可以申请
　『併願申請』，这样可以更改本校的入学
　手续期限。有需要的同学请事先联系。

◎如果在指定的期限内没有办理完入学
　手续的话，将会被取消入学许可。

◎关于支付学费方面，
　如果有困难请提前跟我们商量。

入学手续

AO应募
在2019年8月1日之后面试。

提交出願材料之后，

根据自己的行程选择面试日期。

一般应募

第2期 ： 2019年11月10日（周日）

第3期 ： 2020年 1月26日（周日）

第4期 ： 2020年 3月22日（周日）

请确认好各个出願的注意事项和
考试日期，务必在考试截止日之前将
出願材料交给学校。

根据出願类别的不同考试日期也会有所
不一样。详细请确认P5的相关内容。

详细考试流程请参照后面各页的具体内容。

关于创形奖学金生，如有不明白之处，
请咨询本校事务局。

创形美术学校事务局（2F受理窗口）
〒171-0021東京都豊島区西池袋3-31-2
TEL : 03-3986-1981
e-mail : sokei@sokei.ac.jp

高校推薦入学
   高校推薦応募（専願応募）
 

一般入学
   一般应募
  

（请参照P.12）

特待入学
　一般特待应募（专願应募）

编入入学（2年级）
   编入学应募

（P.10参照）

第1期 ： 2019年10月 6日（周日）

第2期 ： 2019年11月10日（周日）

第3期 ： 2020年 1月26日（周日）

第4期 ： 2020年 3月22日（周日）

编入学应募

第1期 ： 2019年10月 6日（日）
※高校推薦特待応募のみ

第2期 ： 2019年11月10日（周日）

※创形奖学金生认定的有效期间是在
　第2期考试为止。

第3期 ： 2020年1月26日（周日）
第4期 ： 2020年3月22日（周日）

一般特待应募
※一般特待应募从第2期开始。

出願材料提交处

创形美术学校事务局
〒171-0021東京都豊島区西池袋3-31-2
TEL : 03-3986-1981
受理时间（2F受理窗口）
〈周一～周六〉上午9点～下午5点

※请注意：周日·节假日·暑假（8/11～8/20）
　寒假（12/28～1/5）是不开放。

关于出願，若有不明白的地方，
请联系本校事务局。

TEL : 03-3986-1981
e-mail : sokei@sokei.ac.jp

计划招生

美术科

视觉设计科

25名

35名

美术科

视觉设计科

15名

20名

※2期为止的招生定员
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特待奨学金の給付を受け
られる入学方法です。
高校からの推薦を受けた
うえで、選考テストを通じて
特待生として認定される
必要があります。

高校推薦特待応募〈専願応募〉 高校生

2019年10月1日（火）

～

2020年3月21日（土）

第1期 ： 2019年10月6日（日）

第2期 ： 2019年11月10日（日）

第3期 ： 2020年1月26日（日）

第4期 ： 2020年3月22日（日）

選考日は選択できます。

持参作品（3点）／ 実技テスト（3時間）

作　文 ／ 面　接

高校推薦書

（P.12参照）

※創形スカラシップ生の認定有効期間は第2期
　選考応募（年度内）までです。 ※第1期選考日の場合は、2019年10月15日以降の結果通知となります。

高校生高校推薦入学
推薦入学奨学金
（進学奨学金）
100,000円

高校推薦応募〈専願応募〉
2019年10月1日（火）

～

2020年3月21日（土）

高校からの推薦を受けて
入学する方法です。
実技テストやエントリーを
必要としません。

2019年10月1日以降、随時 高校推薦書 ／ 作　文

（P.10参照） ※2019年10月15日以降の結果通知となります。

本课程3年制［白天课程］

早期参加入学考试的
一种方式。
需要事先报名。

种 　 类入 学 方 法 对 象 特 　 点

高中生

毕业者

留学生

编入学应募
毕业者

留学生

编入到2年级学习的入学方式。
条件是在他校修满美术设计
专业1年以上。

AO应募〈专願应募〉AO入学

特待入学

一般入学

编入学
（2年级）

特待奖学金A
700,000 日元

特待奖学金B
300,000 日元

特待奖学金C
180,000 日元

特待奖学金D
150,000 日元

特待奖学金E
100,000 日元

特待奖学金A
700,000 日元

特待奖学金B
300,000 日元

特待奖学金C
150,000 日元

特待奖学金D
100,000 日元

特待奖学金E
60,000 日元※

应 募 期 间 考 试 日 考 试 方 法 奖学金

編 入 学

高中生

毕业者

留学生

高中生

毕业者

留学生

给予奖学金的一种入学方式。
需要通过考试认定为创形
特待生才能拿到奖学金。

2019年11月1日（周五）

～

2020年  3月21日（周六）

一般应募
最基本的一种入学方式。
不需要事先报名和技能考试。
可以同时报考其它志愿校。

2019年 9月3日（周二）

～

2020年3月21日（周六）

一般特待应募〈专願应募〉 第2期 ： 2019年11月10日（周日）

第3期 ： 2020年 1月26日（周日）

第4期 ： 2020年 3月22日（周日）

第2期 ： 2019年11月10日（周日）

第3期 ： 2020年 1月26日（周日）

第4期 ： 2020年 3月22日（周日）

第1期 ： 2019年10月  6日（周日）

第2期 ： 2019年11月10日（周日）

第3期 ： 2020年1月26日（周日）

第4期 ： 2020年3月22日（周日）

从以下选择考试日期。

第1·2 期选考应募 第3·4 期选考应募

从以下选择考试日期。

从以下选择考试日期。

2019年8月1日以后，随时

材料审查（AO应募报名纸）

作　文

面　谈※

※可以在参加校园开放体验日的时候面谈。

【留学生的情况】日本语能力检测考试

自带作品（3幅）

作　文 ／ 面　试

【留学生的情况】日本语能力检测考试

自带作品（3幅）／技能考试（3小时）

作　文 ／ 面　试

【留学生的情况】日本语能力检测考试

自带作品（3幅）

作　文 ／ 面　试

材料审查

【留学生的情况】日本语能力检测考试

（参照P.9参照）

（参照P.11）

（参照P.13）

（参照P.14）

○同时报考其它学校的情况，建议申请『併願申請』。这样可以更改本校的入学手续期限。有需要的同学请事先联系。
○专願应募的情况，无法与其它学校同时报考。
○留学生的情况，除了需要提交日本语学校的成绩证明以外，还需要参加本校的日本语能力测试考试。
○入学报名费为20,000日元。
※留学生需要加上日本语能力测试考试的报名费10,000日元。
○打算报考特待应募的同学，推荐参加一下「创形奖学金生」的认定考试。
关于「创形奖学金生」的详细内容，请咨询本校事务局。

○考完试后，7 天以内以快递方式通知考试结果。
○特待应募是申请奖学金的一种考试。有可能没能申请到奖学金。

出願类别

※高中推荐特待应募的第3·4 期的特待奖学金为A～D。
　具体内容请参照P12。

2019年11月1日（周五）

～

2020年3月21日（周六）
※创形奖学金生认定的有效期间是在第2期考试为止。

【报名日期】 2019年6月1日（周六）

　　　　　   2020年1月9日（周四）

【应募日期】 2019年8月1日（周四）

　　　　　   2020年2月10日（周一）

～
～
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下记的奖学金将在初年度的学费当中，以减免的形式支付。

○第2期考试为止的的计划招生为：美术科15名，设计科20名。
※第3期第4期高中学校推荐特待应募的特待奖学金为A ～ D。

＊ 什么是特待生？
创形美术学校将从特待应募者当中，选拔出对艺术·设计有着高度兴趣，在校期间有成长潜能的学生作为「特待生」。
对于特待生，我们将支付「特待奖学金」作为经济上的支援。
另外我们也期待特待生在学业，学生生活方面能成为其他学生的模范，秉着高度理想而努力。

创形美术学校的奖学金制度

创形美术学校设有独自的「特待奖学金」和「升学奖学金」制度。
「特待奖学金」需要通过特待考试认定。

缴费日期

入学时（1年级）

1年级前期的学费等费用，原则是在收到考试结果通知书之后的10天以内交付。
后期学费的交付截止日为9月末。
※第四期考试（3月22日）的情况，请在4月4日前办理完入学手续。
※3月31日前告知入学辞退的同学，我们会退还入学金以外的费用。

升学时（2年级･3年级）

校友会基金

学杂费的缴费期限为3月31日。后期学费的缴费期限到9月末。

入学金

２年1 年 ３年

前期 后期 前期 后期 前期 后期

180,000

132,000 132,000 143,000 143,000 143,000 143,000

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000

6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

学费※1

教育实习费※2

电脑实习费

设施·设备费

毕业活动费

小　计

5,500 5,500

787,600 607,600 618,600 618,600 624,100 624,100

合　计 1,395,200 1,237,200 1,248,200

◎1年级课程里使用的教材·绘画材料费包含在教育实习费当中。（※不含色彩检定协会的检定费用）
　2年级·3年级的课程当中使用的教材·绘画材料费用，需要额外承担。
   另外，课堂上一人一台电脑，不需要购买电脑。
◎校方承诺不会向学生要求寄付金·学校证券等。
◎编入学的情况，第一年的前半学期，除了学费618,600日元以外，还需要加上入学金180,000日元。
●学校也有提供公共奖学金和各种教育贷款。关于学费的相谈，请咨询学校的事务局。

※1 创形美术学校的年间课程时间为1,224小时，跟其它学校相比较课程相对比较紧凑。
※2 教育实习费当中包含研修旅游费用。

入学时候（包括编入生），除了上述费用以外还需要交付15,000日元。

学生·学生灾难伤害保险制度
◎参加学生生活相关活动的时候若意外事故，有保险赔偿制度。
　校方加入的保险，学生不需要缴费。

本课程3年制［白天课程］

学费一览 奖学金

紧急支援制度
为经济陷入困难的同学提供的一种支援制度。
对象者：父母亲的收入大幅减少的同学（1年级后半学期开始）※会进行收入调查
助成金：最高将减免一半的学费
详细内容请咨询本校事务局。

灾害遇难者支援制度
※持有遇难者证明书的情况将减免一部分的学费。详细内容请咨询本校事务局。

※各年段，可以前后期分期缴付。

创形美术学校的升学奖学金制度以及补助金

创形美术学校设有给付型奖学金。
为表彰成绩优秀者的「升学奖学金」。另外，对于成绩优秀的毕业生我们也将授予补助金。

毕业作品
成绩优秀者
补助金

2年级升学奖学金

3年级升学奖学金

成绩优秀者
奖学金

200,000 日元

200,000 日元

升学奖学金
升学判定会议上决定成绩优秀者给予表彰。

创形奖（各科1名）

巴黎奖（1名）

200,000 日元

200,000 日元

补 助 金
表彰毕业作品优秀者，授予以下补助金。

创形Scholarship制度
○参与本校校园开放日的「創形を知る」「創形で作る」「創形特待チャレンジ」的同学，将被认定为创形Scholarship生。
　第1期第2期入学考试合格的情况下，创形Scholarship生将保证能拿到特待生奖学金D 15万日元以上的奖学金。
　※创形Scholarship生认定的有效期限为本年度的第2期考试为止。

○创形Scholarshi是保证能拿到特待生奖学金D15万日元以上的
　一种奖学金制度。

特待奖学金B

特待奖学金
高中学校推荐特待应募

一般特待应募

第1·2期
考试

第3·4期
考试

300,000日元

特待奖学金C 180,000日元

特待奖学金D 150,000日元

特待奖学金E 100,000日元

特待奖学金A 若干名

5名

10名

15名左右

10名左右

10名左右

若干名

2名

5名

5名

10名

700,000日元

特待奖学金B 300,000日元

特待奖学金C 150,000日元

特待奖学金D 100,000日元

特待奖学金E 60,000日元

特待奖学金A 700,000日元

升学奖学金 推荐入学奖学金 100,000日元高中学校推荐应募

 ※
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A O入学

AO（Adm i s s i o n s  o f f i c e）应募  〈专願应募〉
招收学习欲望强烈并且希望早期参加入学考试的学生。

考 试 日

理解本校的教育理念·方针（三个5方针）。有强烈的学习意欲的学生并以成为创造者为目标努力的人。

应募条件

应募资格

《Step1》　加深对本校的理解（参加校园开放日，接受面谈）
《Step2》　提交简历（AO应募简历《样式－2》）
《Step3》　认定为有AO应募出願资格（被认定后，快递通知书）
《Step4》　出願（提交入学願书《样式－1》和作文《样式－4》）
《Step5》　申请材料审查后，将邮送结果通知书
《Step6》　入学手续
《Step7》　实施入学前教育（持续性课题）

必须要满足以下的所有要求事项。

高中生、毕业者、留学生，符合P.1出願资格的所有对象。

1.  理解本校的宗旨
2.  把本校当作唯一一所报名的学
3.  事先提交简历和作文，接受面谈后、被认定为有AO应募出願资格的同学

考试方法
综合评价（出願材料受理后，通过提交的简历、作文和面谈进行综合判断、选考）
※留学生的情况，另外加有日本语能力测定的考试。

结果通知 考完试后，7天之内将发送结果通知书。

其　　他
AO合格的同学，在入学之前将实施入学前教育（定期提交课题）。
合格之后，将联系具体的行程安排。

日　　程

1.入学願書（様式-1）
　※请填写所有的空格栏，记得粘贴照片，盖上印章。

2.AO应募简历（様式-2）
　※请填写必要事项。

3.证明书（请参照P1的证明材料栏）

4.照片（4张）
　※长4cm×宽3cm，近期3个月以内的上半身正面免冠头像照片。请在背面写上姓名。
　照片请粘贴在入学願書·应募票·简历的指定处。剩下的一张照片，请用回行针别在願書上。

5.作文
  ※请使用本卷末页的「作文課題原稿用紙」《样式－4》，根据题目写作文。

○报名费为20,000日元。※留学生需要加上日本语能力测试考试的报名费10,000日元。

必要材料

应募时期

报名时间

AO应募的流程

2019年6月1日（周五）～ 2020年1月9日（周四）

2019年8月1日（周四）～ 2019年2月10日（周一）

2019年8月1日之后的任何日期

宗　旨

○合格者请确认入学手续的材料，请在规定的期间内交付学费和必要的材料。（住址，通学定期购入区间的申请表，誓约书）
　学费等交付金，原则是在收到考试结果通知书之后的10天以内交付。

公的奨学金·教育ローン

＊「創形美術学校  教育ローン利子補給奨学金」

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。または本校事務局までお問い合わせください。

本校では、将来の活躍を目指す意欲のある学生のために、独自の積極的な支援体制を整えています。
「創形美術学校 教育ローン利子補給奨学金」とは、学生が経済的困窮に直面し修学困難に陥った場合でも、安心して学業を継続できるように
学校が経済的支援を行う奨学金制度です。本校学生、または本校入学予定の方が本校指定の教育ローンを利用し学費を納入した場合、審査の
うえ在学中の利子相当額（上限あり）を「教育ローン利子補給奨学金」として給付します。

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。
○「予約採用」⋯進学の前年に在学の高等学校で申請することができます。
　※第一種奨学金は春。第二種奨学金は春～秋頃に募集があります。
　　募集時期や締切などは、在学中の高等学校でご確認ください。

○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。
http://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方が対象です。
http://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。
また、「創形美術学校 教育ローン利子補給奨学金」＊もございます。
詳しくは、下記「創形美術学校 教育ローン利子補給奨学金」をご参照ください。
または本校事務局までお問い合わせください。

対象者

本校指定金融機関

本校指定の金融機関にて融資を受け学費を納入し、本人の申請により学校が奨学生として認定した方。

○株式会社 セディナ 「セディナ学費ローン」   http://www.cedyna.co.jp/moneylife/loan/gakushi_loan/
○株式会社 オリエントコーポレーション 「学費サポートプラン」   https://www.orico.tv/gakuhi/
○株式会社 ジャックス 「ジャックスの教育ローン」   http://www.jaccs.co.jp/service/credit/education/yuyu/
○日本政策金融公庫 「国の教育ローン」   https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html

提出書類
① 「創形美術学校 教育ローン利子補給奨学金 申請書」 （本校所定様式）
② 金融機関から発行された契約書の写し （借入者、返済期間、利息、支払い手数料等が確認できる書類）
③ 保護者及び保証人の所得に関する証明書

申請方法 申請希望者はローン契約後、学校窓口にて申請書（①）を受け取り、
必要な証明書等（②,③）を添付し、申請してください。

認定方法 面接、書類審査により、人物、学業成績、経済状況を総合的に判断し奨学生として認定します。
※審査の結果、本奨学生の対象にならない場合もあります。

給付金額 当年度支払った利息の金額分を給付します。ただし、1年間の給付上限額は50,000円までです。

採用人数 10名程度

申請窓口 創形美術学校事務局（Tel:03-3986-1981）
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推薦入学

高校推薦応募  〈専願応募〉
高校からの推薦を受けて入学する方法です。実技テストやエントリーを必要としません。

応募資格 P.1の高校生の出願資格を有する方が対象となります。

応募期間 2019年10月1日（火） ～ 2020年3月21日（土）

選考日 2019年10月1日以降、随時

応募条件 高校からの推薦を得られ、推薦書の発行を受けていること。

推薦基準 本校が第一志望で、アート·デザイン分野に深い関心を持ち、学習に意欲的に取り組む姿勢がある人。

選考方法
書類選考（高校推薦書·調査書）
※推薦書の内容に加え、調査書における高校生活での記録や内容、作文を総合的に判断、選考を行います。

結果通知
選考後、7日以内に郵送にて通知いたします。
※ただし2019年10月15日以前の応募に関しましては、10月15日以降の通知となります。

進学奨学金
推薦入学奨学金 100,000円（初年度前期学費の一部免除というかたちで給付されます。）
注）中途退学者については、奨学金の返納を求めます。

1. 入学願書《様式-1》
　※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. 高校推薦書《様式-3》
　※在籍する高等学校の学校長より推薦書の発行を受けてください。

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. 作　文
　※「作文課題原稿用紙」《様式-4》に、“テーマ”に沿った文章を作成してください。

○ 選考料は20,000円です。

必要書類

○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、原則選考結果通知受理後から10日間となります。
　※ただし、3月22日の応募者は4月4日が入学手続き締切日となります。ご注意ください。

一般入学

应募期间 2019年11月1日（周五）～ 2020年3月21日（周六）

考试方法

1. 自带作品（3幅）
　※至今为止在学校创作的作品以及自主创作的作品都可以。请把这些作品在考试当天带来。
　　无论用怎样的素材、技法、风格都可以。只是电子媒体作品的情况，请提交印刷物。
　※影像作品的情况，请联系事务局。

2. 作　文
　※在邮寄报名资料的时候和必要材料一起提交。

3. 面　试

［考试当天的流程］
○ 受理／作品提交    13:00～13:30
○ 面试 　 　        　 13:30～14:30  ※根据应募号码顺序进行面试。

※留学生的情况，另外加有日本语能力测定的考试。

结果通知 考完试后，7天之内将发送结果通知书。

1. 入学願書 《様式-1》
　※请填写所有的空格栏，记得粘贴照片，盖上印章。

2. 证明书（请参照P1的证明材料栏）

3. 照　片 （3张）
　※长4cm×宽3cm，近期3个月以内的上半身正面免冠头像照片。请在背面写上姓名。
   　  照片请粘贴在入学願書·应募票的指定处。剩下的一张照片，请用回行针别在願書上。

4. 作　文
　※请使用本卷末页的「作文課題原稿用紙」《样式－4》，根据题目写作文。

○ 报名费为20,000日元。※留学生需要加上日本语能力测试考试的报名费10,000日元。

必要材料

○合格者请确认入学手续的材料，请在规定的期间内交付学费和必要的材料。（住址，通学定期购入区间的申请表，誓约书）
　学费等交付金，原则是在收到考试结果通知书之后的10天以内交付。只是，考试日期为3月22日的同学，请在4月4日前办理完入学手续。
○同时报考其他学校的情况建议申请『併願申請』，这样可以调整本校的入学手续期限。有需要的同学请事先联系。

考 试 日

一般应募
最普通的一种入学方式。不需要参加技能考试。可以和其他学校一起报名。

应募资格 高中生、毕业者、留学生，符合P.1出願资格的同学。

从第2～4期当中选择考试日期。 ※请在考试前日寄出报名资料。

第2期 ： 2019年11月10日（周日）
第3期 ： 2020年  1月26日（周日）
第4期 ： 2020年  3月22日（周日）
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一般特待应募  〈专願应募〉
可以拿到特待奖学金的一种入学方式。
需要参加特待生考试。

○合格者请确认入学手续的材料，请在规定的期间内交付学费和必要的材料。（住址，通学定期购入区间的申请表，誓约书）
　学费等交付金，原则是在收到考试结果通知书之后的10天以内交付。只是，考试日期为3月22日的同学，请在4月4日前办理完入学手续。

结果通知 考完试后，7天之内将发送结果通知书。

考试方法

特待奖学金

特待奖学金
　第1·2期　A：700,000日元／ B：300,000日元／C：180,000日元／ D：150,000日元／ E：100,000日元
　第3·4期　A：700,000日元／ B：300,000日元／C：150,000日元／ D：100,000日元／ E：60,000日元
※没有被评定为特待生，但合格本校的情况将以一般应募的资格被录取。
※奖学金是以减免第一年度的部分学费的方式给予。
注）对于中途退学者，将要求归还奖学金。

1．入学申请书（様式-1）
　※请填写所有的空格栏，记得粘贴照片，盖上印章。

2．证明书（请参照P.1页的证明材料栏）

3．照片（3张）
　※长4cm×宽3cm，近期3个月以内的上半身正面免冠头像照片。请在背面写上姓名。
　　照片请粘贴在入学願書·应募票的指定处。剩下的一张照片，请用回行针别在願書上。

4．作文
　※请使用本卷末页的「作文課題原稿用紙」《样式－4》，根据题目写作文。

○报名费为20,000日元。※留学生需要加上日本语能力测试考试的报名费10,000日元。

必要材料

1．自带作品（3幅）

　※至今为止在学校创作的作品以及自主创作的作品都可以。请把这些作品在考试当天带来。
　　无论用怎样的素材、技法、风格都可以。只是电子媒体作品的情况，请提交印刷物。
　※影像作品的情况，请事先联系事务局。

2．技能考试（3小时）

    需要自带的物品有：铅笔、颜料用具一式。

3．作文

  ※在邮寄报名资料的时候和必要材料一起提交。

4. 面试

［選考试当天的流程］
○受理 /作品提交　9：50～10：20
○技能考试     　  10：30～12：00/13：00～14：30　※12：00～13：00为午休时间。
○面试　　　　　 14：40～16：00 　※根据应募号码顺序进行面试。

※留学生的情况，另外加有日本语能力测定的考试。

特待入学 特待入学

应募时期 2019年11月1日（周五）～2020年3月21日（周六）

考试日期

应募资格 高中生、毕业者、留学生，符合P.1出愿资格的同学。

从第2～4期当中选择考试日期。　※请在考试前日寄出报名资料。

第2期 ： 2019年11月10日（周日）

第3期 ： 2020年 1月26日（周日）
第4期 ： 2020年 3月22日（周日）

高校推薦特待応募  〈専願応募〉
特待奨学金の給付を受けられる入学方法です。
高校からの推薦を受けたうえで、選考テストを通じて特待生として認定される必要があります。

○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、原則選考結果通知受理後から10日間となります。ただし、選考日が3月22日の方は4月4日が入学手続き締切日となります。

選考日

第1～4期より選考日を選択できます。※選考日前日までには出願してください。

応募条件 高校からの推薦を得られ、推薦書の発行を受けていること。

応募資格 P.1の高校生の出願資格を有する方が対象となります。

応募期間 2019年10月1日（火） ～ 2020年3月21日（土）

選考方法

特待奨学金

特待奨学金
　第1·2期　A：700,000円／ B：300,000円／ C：180,000円／ D：150,000円／ E：100,000円
　第 3·4期　A：700,000円／ B：300,000円／ C：150,000円／ D：100,000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高校推薦応募として合格となり、推薦入学奨学金
　（100,000円）が適用されます。第3·4期選考時特待奨学金は、特待生に認定された場合、特待奨学金D以上となります。
※奨学金は初年度学費の一部免除というかたちで給付されます。　注）中途退学者については、奨学金の返納を求めます。

1. 入学願書《様式-1》
　※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. 高校推薦書《様式-3》
　※在籍する高等学校の学校長より推薦書の発行を受けてください。

3. 調査書（P.1の証明書を参照）

4. 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。

5. 作　文
　※「作文課題原稿用紙」《様式-4》に、“テーマ”に沿った文章を作成してください。

○ 選考料は20,000円です。

必要書類

1. 持参作品（3点）
　※学校で制作した作品や自主制作された作品など今までに制作してきた作品です。選考日に持参してください。
　　素材、技法、ジャンルにこだわりません。ただし壊れやすい作品は受付けない場合があります。
　　またデジタル作品の場合はプリントしたものを提出してください。
　※映像データの場合は、本校事務局までお問い合わせください。

2. 実技テスト（3時間）
　持参するもの［鉛筆、着彩用具一式］

3. 作　文
　※必要書類と一緒に出願時に提出してください。

4. 面　接

［選考日スケジュール］
○ 受付／作品提出   9:50～10:20
○ 実技テスト　　 10:30～12:00 ／13:00～14:30  ※12:00～13:00は昼食休憩となります。
○ 面　接　　　　 14:40～16:00  ※応募番号順に面接を実施します。

5. 書類審査（高校推薦書·調査書）
　※推薦書の内容に加え、調査書における高校生活での記録や内容を重視します。

第1期 ： 2019年10月 6日（日）
第2期 ： 2019年11月10日（日）

結果通知
選考後、7日以内に郵送にて通知いたします。
※第1期選考日の場合は、10月15日以降の通知となります。

第3期 ： 2020年 1月26日（日）
第4期 ： 2020年 3月22日（日） ※それぞれの募集定員はP7をご参照ください。

※ 創形スカラシップ生の認定有効期間は第2期選考応募（年度内）までです。

※创形Scholarship生认定的有效期限为本年度的第2期考试为止。

※招生定员请参考P7。
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出願材料

《様式-1》

《様式-2》

《様式-4》

《样式集》

编入学（2年级开始）

编入学应募
在美术·设计的大学或专门学校里学满1年的同学，可以编入到本校2年级进行学习。

应募时期 2019年9月3日（周二）～2020年3月21日（周六）

○合格者请确认入学手续的材料，请在规定的期间内交付学费和必要的材料。（住址，通学定期购入区间的申请表，誓约书）
　学费等交付金，原则是在收到考试结果通知书之后的10天以内交付。只是，考试日期为3月22日的同学，请在4月4日前办理完入学手续。
○第一年的前半学期，除了学费618,600日元以外，还需要加上入学金180,000日元。
○同时报考其它学校的情况建议申请『併願申請』，这样可以更改本校的入学手续期限。有需要的同学请事先联系。

应募资格 毕业者、留学生。符合P1的2年级编入学出願资格的同学。

考试日

从1～4期当中选择考试日。　※请在考试前日寄出报名资料。

第1期 ： 2019年10月  6日（周日）
第2期 ： 2019年11月10日（周日）
第3期 ： 2020年 1月26日（周日）
第4期 ： 2020年 3月22日（周日）

考试方法

1.自带作品（3幅）

  ※至今为止在学校创作的作品以及自主创作的作品都可以。请把这些作品在考试当天带来。
　  无论用怎样的素材、技法、风格都可以。只是电子媒体作品的情况，请提交印刷物。

2．作文

  ※请在邮寄报名资料的时候和必要材料一起提交。

3. 面试

［考试当天的流程］
○ 受理／作品提交 13:00～13:30
○ 面试 　 　     　 13:30～14:30　※根据应募号码顺序进行面试。

※留学生的情况，另外加有日本语能力测定的考试。

结果通知 考完试后，7天之内将发送结果通知书。

1. 入学願書《様式-1》
　※请填写所有的空格栏，记得粘贴照片，盖上印章。

2. 证明书（请参照P1页的证明材料栏）
　※另外需要同本校有相同领域的大学、短大、专门学校的『成绩证明书』和『毕业证明书』。

3. 照　片（3张）
　※长4cm×宽3cm，近期3个月以内的上半身正面免冠头像照片。请在背面写上姓名。
   　  照片请粘贴在入学願書·应募票的指定处。剩下的一张照片，请用回行针别在申请书上。

4. 作　文
　※请使用本卷末页的「作文課題原稿用紙」《样式－4》，根据题目写作文。

○报名费为20,000日元。　※留学生需要加上日本语能力测试考试的报名费10,000日元。

必要材料








