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2017 Admission Policy｜アドミッションポリシー

武蔵野美術大学は幅広い教養を備え人格的にも優れた美術家やデザイナーなど、
造形芸術の専門家を養成してきました。本学では次のような学生を求めています。

1.自らの目指す専門性を着実かつ大胆に深化、開拓しようとする人

2.専門性を支える幅の広い造形力や教養を身に付けようとする人

3.文化の創造発展に寄与し、国際社会で活躍しようとする人

Contents

※公募制推薦入学試験［前期］は別の募集要項になります。
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武蔵野美術大学の公募制推薦入学試験［後期］について

1．志望学科への入学を強く希望し「専願」することが出願の条件です。
2．高等学校等の卒業年次や年齢制限、評定平均値の指定はなく、学校長の推薦も不要です。
3．実技、ポートフォリオ審査、面接による選考となり、学科試験は行いません。
4．学科・専攻を問わず、公募制推薦入学試験 [前期 ]で不合格であっても出願ができます。
5．学科により、希望者には「事前相談」または「事前面談」を実施します。

◇ 実技、ポートフォリオの審査、面接により、優れた造形能力や表現意欲を見いだすことを主眼として選抜します。
◇ 彫刻学科は出願に先立って希望者には「事前相談」、「事前面談」を実施します。

公募制推薦入学
試験［後期］の特
色

学科・専攻の特
色
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公募制推薦入学試験［後期］概要

2016 11月～ 2016 12月 2017 1月 2017 4月

出願 作品等提出 入学手続 入学
11月26日〔土〕～12月2日〔金〕
＊  web出願登録は
　12月2日［15：00］まで
＊ 検定料の支払いは
　12月2日［18：00］まで

選考
12月22日〔木〕

合格発表
12月26日〔月〕11：00
webサイトにて発表

合格者は、下記の期日までに所定の学
費を納入（銀行振込）し、入学手続書類
を郵送してください。

1月12日〔木〕必着

出願から入学までの流れ

推薦方式・募集人員・選考方法・試験日程

学科・専攻 推薦方式 募集人員 選考方法
試験日程

12月22日〔木〕 12月26日〔月〕
油絵学科版画専攻 自己推薦方式

3

・デッサン
・ ポートフォリオ（作品資料
ファイル）審査および面接

◇ポートフォリオ提出
8:45→9:15
●デッサン
9:30→12:30

合格発表
11:00

●面接
13:30→

彫刻学科 自己推薦方式

5

・ 塑造
・ ポートフォリオ（作品資料
ファイル）審査および面接

◇ポートフォリオ提出
8:45→9:15
●塑造
9:30→12:30

●面接
13:30→

＊油絵学科版画専攻の「デッサン」は木炭または鉛筆のいずれかを選択します。

次の（1）～（2）の要件をすべて満たしている者。
（1）出願学科で学ぶことを強く希望し専願する者で、合格した場合は必ず入学することを確約できる者。
（2）次のいずれかに該当する者または2017（平成29）年3月31日までにこれに該当する見込の者。
　①日本国内の高等学校または中等教育学校を卒業した者。
　②通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
　③ 外国において学校教育制度に基づく12年の課程を修了した者、またはこれに準じる者で文部科学大臣の指定
した者。

　④ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了し
た者。

　⑤ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限
る）で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。

　⑥文部科学大臣の指定した者。
　⑦ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格
検定に合格した者を含む）。

　⑧ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2017
（平成29）年4月1日までに18歳に達する者。

※出願資格の (2)の⑧で出願しようとする者については入学資格の事前審査を要します。
　入学資格審査申請期限8月26日〔金〕（必着）
　審査申請の詳細については、本学webサイトの「個別入学資格審査」のページ
　（http://www.musabi.ac.jp/admission/other/exceptional/）
　を参照、または入学センター（Tel:042-342-6995）までお問い合わせください。

2016（平成28）年11月26日〔土〕から12月2日〔金〕［web出願登録＋郵送（消印有効）］
＊web出願登録は12月2日［15:00］まで。検定料の支払いは12月2日［18:00］まで。
＊日本国外から郵送する場合は12月2日〔金〕必着とします。

出願資格

出願期間
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公募制推薦入学試験［後期］概要

web出願システムより出願登録をし、出願書類を角2サイズの封筒に封入し、web出願システムで出力した宛名票を貼
付し郵送（速達簡易書留）してください。
web出願システムの利用手順については、P5を参照してください。

35,000円
※web出願システムより出願期間内にお支払いください。
※詳細はweb出願システムの利用手順ページを参照してください。
※検定料の他に、web出願手数料が別途必要です。

1. 出願書類に不備があった場合は出願が無効となる場合があります。
2. 検定料支払い後の志望学科・専攻の変更は認めません。
3. いったん受理した出願書類および検定料は、事由のいかんを問わず返還しません。
4. 出願書類に虚偽の記載があった場合、入学を取り消すことがあります。

出願方法

検定料

出願上の注意
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公募制推薦入学試験［後期］概要

web出願システムの利用手順

◆クレジットカード
・VISA
・MasterCard
・JCB
・AMERICAN EXPRESS
・Diners Club

◆ネットバンキング
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公募制推薦入学試験［後期］概要

検定料の支払い方法

登録完了画面の「ネットバンキングで支払い」ボタンをクリック。
利用したい金融機関を選択し、ネットバンキングサイトから検定料を支払ってください。
※事前にネットバンキングの利用契約が必要です。

Loppi

「マルチペイメント
サービス」を選択

お客様番号・
確認番号入力

支払い内容
確認

「各種代金
お支払い」
を選択

Famiポート

「番号入力画面
に進む」を選択

お客様番号
入力

確認番号
入力

支払い内容
確認

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する際、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。
　コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

Kステーション

「マルチペイメント
サービス」を選択

お客様番号
入力

確認番号
入力

支払い内容
確認

クラブ ステーション

支払い内容
確認

支払い内容
確認

店頭レジ

タッチパネルに
オンライン

決済番号を入力

領収書
（レシート形式）を
必ず受け取る

レジで検定料を
現金で支払う※

詳しい支払い方法は、登録完了画面、または申込確認画面にてご確認ください。

取扱明細兼領収書を必ず受け取る

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、検定料を現金で支払う※
申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて支払ってください。

支払い内容
確認

ご利用明細票を
必ず受け取る

「現金」または
「キャッシュカード」
を選択し支払う※

A方式
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公募制推薦入学試験［後期］概要

1. 入学志願確認書
web出願システムで必要事項・写真を入力・登録し、入学検定料の支払い完了後、入学志願確認書を印刷する。

2. 調査書等
出願前３か月以内に発行された、出身学校長作成のものを１通提出してください。開封したものは無効です。次に該
当する者は、それぞれ所定の証明書を提出してください。
①外国において学校教育制度に基づく12年の課程を修了または修了見込の者
　・修了（見込）証明書および成績証明書。
　　※ 日本語か英語表記に限ります。それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語に翻訳し、大使館などの公的機関で翻訳が正確なも

のであるという証明を受けてください。ただし日本所在で日本語学校に在学中の者は、日本語学校による証明を可とします。なお、日本の高等
学校に在籍したことがある者は、在籍時の調査書（下記⑤参照）を併せて提出してください。

②専修学校の高等課程修了（見込）者
　・修了（見込）証明書および成績証明書。
③高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者、大学入学資格検定試験合格者
　・合格成績証明書。
　　合格見込者は、合格見込成績証明書を提出してください。
　　免除科目がある場合は、当該学校で発行するその科目の成績証明書または調査書を提出してください。
④ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
　・「武蔵野美術大学入学資格認定書」の複写。
⑤調査書の提出が困難な者（出身学校の廃校や発行可能期間終了により、調査書が提出できない場合）
　・卒業証明書および成績証明書。

3. 誓約書（本学所定の用紙）
記載内容を確認の上、署名・捺印してください。

4.  提出作品・ポートフォリオ自己作成誓約書（本学所定の用紙）
記載内容を確認の上、署名・捺印してください。

5. その他
① 外国人留学生
　 外国人留学生入学志願者調書（本学所定の用紙）
　 日本に在留している場合は在留カードのコピー（表裏両面）を、日本に在留していない場合はパスポートの身分事項
の記載されているページのコピー。

　※A4サイズの用紙にコピーしてください。
② 入学志願確認書と調査書等の姓または名が異なる者
　同一人であることを証明する書類（戸籍抄本等）

本学所定用紙。
ポートフォリオ１冊につき1枚、作品1点につき1枚を作品、ポートフォリオ提出時に合わせて提出してください。

出願にあたってお知らせいただいた住所、氏名、その他の個人情報は、学校法人武蔵野美術大学個人情報保護基本方針
に則り、入学試験業務、および個人を特定しない形での各種統計資料作成にのみ利用します。これらについては個人情
報保護法規定に則して契約を締結した委託業者において行います。出願された方の個人情報は武蔵野美術大学が明示
する用途に限り使用し、委託業者がその委託業務を超えて他の目的に使用することはありません。

受験票は各自web出願システムからA4サイズの通常のコピー用紙にプリントアウトしてください。郵送はしませんの
でご注意ください。
プリントアウトは12月9日（金）11：00以降できるようになります。
試験当日は必ずプリントアウトした受験票を持参してください。

・ 油絵学科版画専攻
　 木炭、鉛筆デッサン用具、消具、カッターナイフ、フィクサティーフ（定着液）、パネルまたはカルトン［51㎝×66
㎝以上］、画鋲またはクリップ、下敷き用紙（木炭を選択の場合）、その他デッサン用具
・ 彫刻学科
　鉛筆、消具、カッターナイフ、手拭い
　＊へらは携行不可とします。使用する場合は大学より配付します。

身体上の理由により、受験の際に配慮を希望する場合は、事前に必ず入学センター［TEL.042-342-6995］までご連絡く
ださい。また、出願後に不慮の事故（交通事故、負傷、発病等）等により配慮が必要となった場合は、速やかに上記までご
連絡ください。

出願書類

※「本学所定の用紙」は本学
webサイトよりダウンロー
ドしてください。

作品等証明書に
ついて

個人情報の
保護について

受験票について

実技試験
携行用具

受験時の配慮に
ついて
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公募制推薦入学試験［後期］概要

彫刻学科では希望者に対して、出願前にe-mailによる事前相談と真夏のオープンキャンパスにて事前面談を受け付けま
す。
相談の際はタイトルを「公募制推薦入学試験 [後期 ]事前相談申込」とした上で、氏名、住所、電話番号、出身もしくは在
籍学校名、相談内容を記入し、11月10日〔木〕までに下記アドレスまでメールしてください。
面談を希望する場合は下記の申込先（webサイト）の申込フォームに必要事項を入力し、8月3日〔水〕16：30までに申し
込んでください。後日、面談日･時間を大学よりご連絡します。希望者多数の場合はご希望に沿えない場合もあります。
予めご了承ください。
なお、事前相談・事前面談は希望者に対して実施するもので、必ず行う必要はありません。また、その内容が選考に反映
されることはありません。
●事前相談メールアドレス
　scp＠musabi.ac.jp
●事前面談
　面談日 ８月20日〔土〕、21日〔日〕真夏のオープンキャンパス開催日
　面談時間帯 午前（9：30－12：00）／午後（13：00－16：00）
　面談場所 鷹の台キャンパス
　申込先 事前面談申込フォーム
 http://www.musabi.ac.jp/news/20160701_03_01/

①プリントアウトした受験票を必ず携帯してください。
② 試験時間中は試験監督の指示に従ってください。スケッチブックやスクラップブック等の素材集の使用、用具の貸し借
り、私語は禁止します。また、試験監督の許可なく自席を離れないでください。
③ 試験場には時計はありません。必要な場合は持参してください。使用する際はアラーム音等を必ず切ってください。ま
た、携帯電話を時計がわりに使用することは禁止します。計算・辞書・通信・撮影等の機能がある時計や電子機器等の
試験場内での使用は禁止します。
④ 試験場内での携帯電話の使用は一切禁止します。試験場に入室する前に必ず電源を切り、カバンにしまってください。
⑤実技試験の用紙、イーゼル等は本学で用意するものを使用します。
⑥実技試験によっては当日試験場にて席順を抽選で決めるものもあります。
⑦答案用紙の指定された氏名欄以外への本人の氏名、受験番号等の記載を禁じます。
⑧ 受験に際し、試験時間中の注意や試験監督の指示に従わなかった場合、または不適切な行為があった場合は、受験の
停止を命じます。
⑨試験時間中に発病その他の事故などが起きたときは、試験監督へ申し出て指示を受けてください。
⑩受験生は試験終了まで試験場から退出することはできません。
⑪試験が午前・午後にわたる場合は、昼食を持参してください。
⑫ 試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ、結核、はしか等）に罹患している場
合は、他の受験生や試験監督等への感染の恐れがあるため、原則として受験をお断りしています。
⑬試験の解答の所有権、著作権は本学に帰属し、解答用紙等の返却はいたしません。

本学webサイト［http://www.musabi.ac.jp/］にて発表します。
2016（平成28）年12月26日〔月〕11：00
合格者に、「合格通知書」および「入学手続書類」を速達で郵送します。
「合格通知書」および「入学手続書類」が合格発表後、3日を過ぎても届かない場合は、 
2017（平成29）年1月6日〔金〕以降に入学センター（TEL.042-342-6995／9:00～16:30／日曜日・祝日を除く）に問い
合わせてください。
合否に関して、電話等による問い合わせは一切受け付けません。

合格者は2017（平成29）年1月12日〔木〕（必着）までに所定の学費を納入（銀行振込）し、入学手続書類を郵送してくださ
い。
いったん納入された入学金、授業料、その他の学費は返還されません。
「合格通知書」、「入学手続書類」の不着または遅配を理由とした入学手続期限後の手続は認めません。

事前相談・事前
面談

受験上の注意

合格発表

入学手続
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公募制推薦入学試験［後期］概要

2017（平成29）年度の学費は次のとおりです。

造形学部

前期分　入学手続時 後期分　9月

入学金＊1 360,000円 ̶

授業料 592,500円 592,500円

実習費＊2 26,250～32,750円 26,250～32,750円

維持費  15,000円  15,000円

施設費 150,000円 150,000円

合計 1,143,750～1,150,250円 783,750～790,250円

年間合計 1,927,500～1,940,500円

＊1　入学金は入学時のみです。
＊2　実習費は学科により異なります。
注1） 入学時には別途、学生教育研究災害障害保険料および学研災付帯賠償責任保険料合計4,660円（予定）が徴収されます。
注２）卒業年次には別途、校友会費が徴収されます。

実習費（6か月分）

造形学部

油絵学科版画専攻 26,250円

彫刻学科 32,750円

入学試験問題は、大学webサイトでも一部公開しています。
詳細は「受験生の方へ」のページよりご確認ください。
http://www.musabi.ac.jp/

本要項より変更があった場合は、別途大学webサイトにてお知らせします。

学費

過去の入学試験
問題について

その他
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油絵学科版画専攻の公募制推薦入学試験［後期］

　情報社会と言われる今日、映像やインターネットなど、人間の欲望を刺激する技術が次 と々生まれています。そして瞬
時に、誰にでも等しく広がる情報は、生活を便利にする半面、その過剰さによって多くの弊害をも生み始めています。こ
のような時代だからこそ、油絵学科では現実の世界に存在する私たち自身の本質をしっかりと見据えたいと考えていま
す。それには、まず描くという行為を通して身の回りの世界と向き合い、そこから学ぶという姿勢が必要です。それは単に
表面的な描写力を養うということを意味するものではありません。そこに現れる色や形を通して、自身の表現のあり方を
発見する大切な過程でもあります。
　油絵学科には油絵専攻と版画専攻があり、基本的には絵画、版画を中心とした制作活動を行いますが、現代の表現の
可能性の広がりを認識し、必要に応じてインスタレーションやメディア表現へと広がる、新しい領域に応える体制を整え
ています。
　また当学科は絵画組成室を併設し、古典を中心とした技法、材料の充実した研究を行っています。学生はこれらに関
する授業をコース選択、または一般の授業と並行して受講することができます。
　4年間は瞬く間に過ぎます。現代の美術の多様な広がりや価値観の不透明性を考えると、4年間は十分な助走期間と
は言えないかもしれません。しかし、過去に本学科で学び、現在も作家として活動を続ける多くの先輩たちがいます。芸
術との関わりの持ち方は様々ですが、私たちは、芸術を心から愛し、真剣に取り組む芸術家を、一人でも多く輩出してい
きたいと考えています。

　版画専攻で学ぶ内容にはデジタル印刷演習や絵本などファイン系、デザイン系の両方にまたがるような領域のカリキュ
ラムも多く含まれます。そのため、受験時において、明確に自分が学びたい領域を決めかねている受験生の方たちの美術
大学への第一歩としても、最適な選択肢の一つになりえるのではと考えています。
　従来からの公募制推薦入学試験［前期］が、自らの適性を自覚したうえで専門領域を絞って出願してきた受験生を選抜
する適性資質重視型とするならば、公募制推薦入学試験［後期］は基礎的な実技試験（デッサン）を課し、ポートフォリオ
提出と面接によって、受験生のもつ潜在的資質を重視しながら、その可能性を総合的に見極めることを目的としていま
す。
　繰り返しになりますが、ファイン系、デザイン系を問わず両方の領域に興味を抱きながらも、まだ明確にやりたいこと
が定まらない受験生の潜在的な可能性を最大限、引き出すために設けた新しい入試制度です。版画専攻では、従来の入
試ではなかなか実力が発揮できないような、新しいタイプの人材を幅広く求めていきたいと真摯に考えています。

3名／自己推薦方式

油絵学科版画専
攻の理念と教育
課程の特色

公募制推薦入学
試験［後期］で受
験生に期待する
こと

募集人員・推薦
方式
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油絵学科版画専攻の公募制推薦入学試験［後期］

選考方法
　実技、ポートフォリオ（作品資料ファイル）および面接による審査
　 実技デッサン、ポートフォリオ（作品資料ファイル）、面接により総合的に評価し、合格者を決定します。
　※公募制推薦入学試験［前期］の合格者は出願できません。

（1）実技試験（デッサン）
木炭または鉛筆
※携行用具はP7を参照ください。

（2）ポートフォリオ（作品資料ファイル）
以下の要領に基づき作成してください。
①A4サイズのクリアファイル１冊に自身の作品資料をまとめて収録してください。
② ポートフォリオに収録する作品資料は、自身で制作したものであれば、内容は自由とします。学校等の課題で制作した作品資料でも、自主
制作の作品資料でもかまいません。自分が見てもらいたい作品資料を収録してください。
③ 作品資料は作品の写真を基本とします。作品名、サイズ、素材（画材）、制作時期を明記してください。作品そのものをポートフォリオに収
録した場合、破損および紛失した際の責任は負いません。
④作品資料は、規定のサイズ、冊数が守られていれば何点収録してもかまいません。
⑤共同制作等の資料については、制作の過程において志願者本人が担当した内容を明記してください。
⑥ポートフォリオに略歴を収録したい場合は用紙１枚に簡潔にまとめてください。
⑦ポートフォリオには教員へのメッセージ、自作ではない作品資料、収録作品と関連がない資料等は収録しないでください。
⑧ファイルの表紙に必ず志望学科・専攻、氏名を明記してください。
⑨公募制推薦入学試験［前期］の受験者は同一のものでもかまいません。
⑩作品等証明書（本学所定の用紙）を添付してください。
＊ポートフォリオ（作品資料ファイル）は公募制推薦入学試験終了後に返却します。
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　Sculpture（彫刻の表現）は、他の芸術表現と比べて自己の世界を現実の形で実現できる領域です。この表現は「触覚」
という人間の最も根源的な感覚をベースに持つ、極めて原初的なものでありながら、人間の歴史を生み出してきた様々
な素材、技術（土、石、木、青銅、鉄、合成樹脂等、これらの伝統的な技術および先端技術）と結びついて独自な世界をつ
くり出しています。彫刻は「彫る、刻む」と書きますが、これは広い意味で物質に働きかけ、つくる行為を意味します。別の
言い方をすれば彫刻は「物を存在させる表現」と言えるでしょう。
　彫刻学科は工房を駆使する学科です。他に類を見ない設備とスペースを持つ理想的な環境が整備され、7つ（金属・セ
ラミック、木彫、石彫、塑像、FRP、ミクストメディア、コンピュータ）の工房を自在に駆使した制作を行っています。4年間
を通して表現についての思考力を深めていくカリキュラムと、この複数の工房により、一人ひとりが深く一つの素材を追
求することも、独自の領域を構築していくことも可能な制作環境を形づくっています。
　彫刻の歴史はその概念を押し広げ、様々な表現の広がりと技術をつくり出してきました。その時代の意識、あるいは技
術に後押しされ、制約されながら、学生一人ひとりが既成概念にとらわれずに何を存在させ得るのか、それに対して大学
は何を提供し得るのか、それが互いのテーマです。

　彫刻学科は新しい工房が整備され、指導面と共に非常に充実したものになっています。それらを有効に活用し、未来
の作家を育てるため当学科は多様な入試方式を取り入れ、通常の入学試験では測りきれない資質の人材を受け入れた
いと考えています。
　○特定の素材あるいは技術について探求したいと思っている人。
　○ 現在複数点の作品があり、将来、表現者として生きたいという強い希望を持っている人（表現方法については問わな
い）。

　○ 今日彫刻表現の置かれている状況、歴史、あるいは社会に深い関心を持ち、表現活動を通じて現代的課題を探求す
る意欲のある人。

5名／自己推薦方式

彫刻学科の理念
と教育課程の特
色

公募制推薦入学
試験［後期］で受
験生に期待する
こと

募集人員・推薦
方式

彫刻学科の公募制推薦入学試験［後期］
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彫刻学科の公募制推薦入学試験［後期］

選考方法
　実技、ポートフォリオ（作品資料ファイル）および面接による審査
　 実技（塑造）、ポートフォリオ（作品資料ファイル）および面接により総合的に評価し、合格者を決定します。
　※公募制推薦入学試験［前期］の合格者は出願できません。

（1）実技試験（塑造）
※携行用具はP7を参照ください。

（2）ポートフォリオ（作品資料ファイル）
以下の要領に基づき作成してください。
①A4～B4サイズのクリアファイル１冊に自身の作品資料をまとめて収録してください。
② ポートフォリオに収録する作品資料は、自身で制作したものであれば、内容は自由とします。学校等の課題で制作した作品資料でも、自主
制作の作品資料でもかまいません。自分が見てもらいたい作品資料を収録してください。
③ 作品資料は作品の写真を基本とします。作品名、サイズ、素材（画材）、制作時期を明記してください。作品そのものをポートフォリオに収
録した場合、破損および紛失した際の責任は負いません。
④作品資料は、規定のサイズ、冊数が守られていれば何点収録してもかまいません。
⑤共同制作等の資料については、制作の過程において志願者本人が担当した内容を明記してください。
⑥ 展覧会、コンクール等に入選したことを証明する資料や、新聞、雑誌等に掲載された記事がある場合は、ポートフォリオに収録してもかま
いません。収録する際は資料の出典、発行年月等を併記してください。
⑦ポートフォリオに略歴を収録したい場合は、用紙１枚に簡潔にまとめてください。
⑧ ポートフォリオには教員へのメッセージ、自作ではない作品資料、収録作品と関連がない資料等は収録しないでください。
⑨ファイルの表紙に必ず志望学科、氏名を明記してください。
⑩公募制推薦入学試験［前期］の受験者は同一のものでもかまいません。
⑪作品等証明書（本学所定の用紙）を添付してください。
＊ポートフォリオ（作品資料ファイル）は公募制推薦入学試験終了後に返却します。
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公募制推薦入学試験［後期］Q & A

出願について

Q 1 複数の学科・専攻を併願できますか？

A 併願はできません。公募制推薦入学試験においては、
出願は一つの学科・専攻・入試型のみ可能です。

Q 2 出身高等学校の廃校や、調査書の保存期間が終了し
ていて調査書が提出できない場合は、どうすればい
いですか？

A 調査書の代わりに卒業証明書および成績証明書を
提出してください。

Q 3 学校長の推薦書は必要ですか？

A 油絵学科版画専攻、彫刻学科ともに必要ありません。

Q 4 評定平均値はどのように扱われるのですか？

A 評定平均値が直接選考時に使用されることはありま
せん。 

Q 5 大学の見学はできますか？

A 大学の見学は日曜・祝日を除き9時から16時30分ま
での間に入学センター（TEL.042-342-6995）に来
ていただければ、資料等を差し上げます。学内マップ
を持って自由に見学できます。教室・アトリエ・工房
等の中に入ることはできませんが、外から見る程度
であればかまいません。

事前相談・面談について

Q 1 事前相談・面談は実施するのですか？

A 彫刻学科が実施します。事前相談は相談内容をメー
ルで送っていただき、学科より回答します。受付期間
は11月10日〔木〕までです。

 事前面談は真夏のオープンキャンパス内で行い、 
8月3日〔水〕までに事前申し込みが必要です。

Q 2 事前相談・面談を実施している学科では、事前相談・
面談をしたほうが合格の可能性が高いですか？

A 事前相談・面談は、学科に関する質問の受け付け、お
よび学科の教育内容の紹介を目的としており、選考
ではありません。よって、相談内容が選考に反映され
ることはありません。

油絵学科版画専攻の公募制推薦入学試験について

Q 1 選考はどのような方法で行われるのですか？

A 提出されたポートフォリオ（作品資料ファイル）およ
びデッサン、面接を総合的に評価します。

彫刻学科の公募制推薦入学試験について

Q 1 選考はどのような方法で行われるのですか？

A 提出されたポートフォリオ（作品資料ファイル）およ
び塑造、面接を総合的に評価します。



15

公募制推薦入学試験［後期］Q & A

カリキュラム、学費、奨学金、就職等について

Q 1 「公募制推薦入学試験」と「一般入学試験」では 
入学後の教育課程等に違いはありますか？

A 入学後の教育課程に違いはありません。授業の履修
等はどの学生も同じです。

Q 2 入学時に必要な費用には、免除や分納制度などがあ
りますか？

A 免除の制度はありません。
 前期分は入学手続期限までに一括全納していただき

ますが、後期分の授業料等納付金については、分納
の方法もあります。

Q 3 武蔵野美術大学の奨学金や経済的支援制度につい
て教えてください。

A 本学では、学内の奨学金をはじめ、日本学生支援機
構や地方公共団体、民間団体などの多様な奨学金
の募集があり、貸与・贈与の種別、金額、出願資格も
様 で々す。このうち、「武蔵野美術大学奨学金」は、本
学独自の贈与型の奨学金制度で全学生を対象とし、
平成28年度より支給対象者数を増やし、592,500円
（年間授業料の半額）を50名に対して、また300,000
円を160名に対して支給しています。奨学金以外の
経済的支援として「授業料減免」制度があり全学生を
対象に200名に対して177,500円を授業料から減免
します。また「日本学生支援機構奨学金」は貸与奨学
金ですが、第一種奨学金（無利子）・第二種奨学金
（有利子）の2種類があり、多くの方が利用しています。

 募集の時期はどの奨学金も4・5月が多くなっていま
す。なお「日本学生支援機構奨学金」については高校
3年生の時点で申し込める「予約採用」の制度もあり
ます。

Q 4 美術系大学出身者の就職について、一般の大学と違
う点は？

A 美術系大学の就職の特徴は、美術・デザインの専門
分野を生かした専門職志向です。平成27年度のデー
タでは535名の就職者のうち、美術・デザイン系の専
門職に就いた学生は348名（65.0%）でした。専門職
の採用は美術系大学の出身者に限定されて募集され
ることもあります。

 専門職の採用過程では作品集のプレゼンテーション
が求められます。作品を画像として残し、制作過程も
含めた論理的な説明を考え、個性豊かに美しくまと
めて表現する力を計画的に習得することが大切です。

 美大生のキャリアパスは新卒の就職に限らず、卒業
後アルバイトをしながら作家活動をしたり、デザイン
事務所でアルバイトによりスキルを磨き正社員への
登用を目指すケースなど多様です。留学や大学院進

学という進路もあります。またコミュニケーションの
スキルを生かして総合職の企画営業や広報で才能を
発揮するケースも見られます。

 本学は学部3年生の春から進路就職ガイダンスを開
始し、インターンシップ、学科別のガイダンス個人面
談など、キャリアを考える基礎から、進路決定まで段
階的に指導を行っています。

その他

Q 1 もし、公募制推薦入学試験［前期］で不合格になって
いた場合、再度受験することはできますか？

A 公募制推薦入学試験［前期］で同じ学科・専攻を受
験していても、異なる学科・専攻を受験していても受
験できます。その際、公募制推薦入学試験［前期］の
選考結果は一切反映されません。
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本学へのアクセス

交通アクセス

路線図

徒歩ルート

JR中央線（快速）約21分

JR武蔵野線約28分

西武国分寺線（東村山行）約5分

西武国分寺線（国分寺行）約5分 西武新宿線約28分

西武バス 約20分

国分寺駅
北入口
バス停

東村山

鷹の台

武
蔵
野
美
術
大
学 

鷹
の
台
キ
ャ
ン
パ
ス

新宿 東京

南浦和

高田
馬場

西武
新宿

武蔵野美術
大学バス停

徒歩
18分

徒歩
3分

西国分寺 国分寺

交通

飯能

川崎

小平営業所
所沢

南浦和

大宮

本川越

JR武蔵野線

西武池袋線

西武新宿線

三鷹

恋ヶ窪

西武国分寺線

西武拝島線

武蔵野
美術大学バス停

吉祥寺

新宿

高田馬場

池袋

西武新宿

田端

日暮里

東京

浜松町
渋谷

品川

京王井の頭線

国分寺立川

鷹の台

武蔵野美術大学
鷹の台キャンパス
（入学試験場）

西国分寺

国分寺駅
北入口
バス停

JR南武線
府中本町

JR中央線

東京モノレール

京成
スカイライナー

JR山手線

東村山

新小平 小平

高尾

羽田空港

成田空港

小川

拝島

京浜急行

※西武国分寺線 鷹の台駅より武蔵野美術大学鷹の台キャンパスまで
の徒歩ルート（　 ）、JR国分寺駅（北口）より西武バス乗り場までの
徒歩ルート（　 ）は下記をご参照ください。

1.西武国分寺線「鷹の台」駅下車
徒歩 18分（　図参照）
 ・JR中央線より…「国分寺」
駅乗換「東村山」行（2駅目）

 ・西武新宿線より…「東村山」
駅乗換「国分寺」行（2駅目）

※入学試験で来校の場合、
バスは道路事情等により
遅れることがあるので、この
経路を利用してください。

2.西武バス「武蔵野美術大学」
バス停下車すぐ
JR 中央線「国分寺」駅北口
徒歩 3分、「国分寺駅北入口」
バス停より（ 　図参照）「武蔵
野美術大学」行または「小平
営業所」行に乗車（バス所要
時間 ： 約 20分）

北口

西武線

至 新宿至 高尾 JR中央線

至 鷹の台 西武国分寺線

国分寺駅北入口
武蔵野美術大学または
小平営業所行

至
 一
橋
学
園

西
武
多
摩
湖
線

JR国分寺駅

喫茶店
メガネ店

北
口
商
店
街

中華料理店

朝鮮大学校

創価学園

武蔵野美術大学

武蔵野美術大学
鷹の台キャンパス

鷹の台駅
至 国分寺 至 東村山西武国分寺線

派出所

テニスコート

創価学園前

津田町

三菱東京
　UFJ銀行

JA

鷹の台

白梅学園前

上水公園

朝
鮮
大
学
校

玉
川
上
水

玉
川
上
水
遊
歩
道

中
華
料
理
店

洋
菓
子
店

問い合わせ先　武蔵野美術大学　入学センター　〒187-8505 東京都小平市小川町1-736
TEL.042-342-6995（受付時間 9：00～16：30）　http://www.musabi.ac.jp/
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