美術大学（美大）は「絵が描けないと入れない」
「実技試験が難しい」と思われがちですが、実はムサビには、実技

わかる！
ムサビの試 験

高1の春

空間演出デザイン学科
一般選抜
一般方式で合格
熊本県出身
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高2の夏

1 番の悩みは両親の美大に対する理解度の低

さ。
「美大に進学したい！」という自分の強 い

意志は高 1 から伝えていたので、進学自体は
賛成してくれていたものの、ずっと「美大は絵

を描くだけのところ」と勘違いしたまま……。
志望する学科で学べること、実際の卒業生の

高3の春

活躍、意外な就職率の高さなどを具体的に説
明し、なんとか美大への誤解を解くことがで

き、より応援してもらえるようになりました。

芸術科目は美術一択
美大進学を決めていたので
芸術科目は美術を選択。
週1の授業がいつも楽しみ
両親の説得に成功！
進路について両親と本格的に話し合う。
両親は地元の大学進学を
望んでいたが説得の甲斐あって
美大進学を納得してもらう

ビ生の入試体験を通して、美大を進路に考えているみなさんが

「高校 3年間でいつ、何をするべきか？」をさまざまなポイント
を交えてお伝えします。これを読めば、受験に向けて何をすべ

きか見えてきます。まずは一歩踏み出しましょう！

美大に興味を
持ったら?

STEP

M.K.さん

が得意な人向けの入試、学力に自信がある人向けの入試、アピールしたい課外活動や実績がある人向けの入試

と、みなさんの特性に合わせた多様な入り方があります。このリーフレットでは、ムサビの入試方式の紹介やムサ

Y.K.さん

日本画学科
一般選抜 共通テスト2 教科＋
専門試験方式で合格
宮城県出身
高3の春

まずは情報を集めよう！
「美術大学（美大 ）ってどんなところ？」と気になり始めたら、まずは web
サイトをチェック。全国には美術・デザインを専門に学べる大学がたくさ
んあります。各大学のwebサイトから資料請求ができるので、より詳しく
知りたいと思った大学の資料を請求してみましょう。大学の特色や、学

予備校で見えた将来像
美術予備校の
デザインコースに通い始める。
さまざまな課題に取り組む中で
ムサビの空間演出デザイン学科を
第一志望に

夢だったアニメーション会社への就職を叶えるため、
最初は映像が学べる学科を探していましたが、画力

卒業制作
優秀作品集
サイト

を生かして日本画・油絵学科出身者からの就職も多

いことを知り、日本画学科へと志望学科を変更しま

した。実技対策は遅いスタートだったのでもちろん

生がどんな環境で何を学んでいるのかを具体的に知れるはず！

苦労はしました……。もし、実技の必要な学科が第 1

美大に進んでどんなことをしたい？

備校の体験入学だけでもオススメです。

く、美術の先生や友だち、先輩など、なるべく多くの人に相談してみま

ムサビの就職率（就職希望者に対する就職者の割合 ）は毎年

はどんなことをしたいのかをじっくり考える機会にもなります。

い教養や表現力、思考力、コミュニケーション能力を生

かし、卒業生はさまざまな領域で活躍しているんです。

卒業生紹介
サイト

高3の冬

受験直前の猛特訓！
実技対策で出遅れた分を取り戻そうと
予備校の冬期講習と入試直前講習に集中！

共通テスト2教科＋専門試験方式で

ファイン系学科（日本画・油絵・彫刻）は進学や作家

日本画学科に合格！

活動を希望する学生が多いものの、近年は印

刷・出版業界やゲーム、アニメーション業界への

志望校・志望学科は
どう選ぶ ?

約 90％！ ものづくりに取り組む中で身につける幅広

実技対策は間に合うかな…？
取り寄せた美大の資料を見ていると
日本画学科への興味が膨らんできた…。
思い切って進路変更、美術予備校に通う

進路状況から
志望学科を選ぶのもあり？

しょう。人と話し合うことで、自分がどうして美大に進みたいのか、将来

空間演出デザイン学科に合格！

ムサビの就職率は約 90％！

高3の夏

志望ならとにかく早めに実技対策を。まずは美術予

美大に対するイメージは人それぞれ。保護者や担任の先生だけではな

一般方式で

アニメ会社に就職したい
映像が学べる大学をリサーチ。
この頃はまだ学力試験だけで
受験できる大学を目指し
勉強の計画を立てていた

就職も増えています。各学科の卒業生の進路か

ら、志望学科を検討してみてもよいでしょう。
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STEP

大学のイベントに参加しよう！
志望校を絞り込むためにおすすめしたいのが、大学が開催している
高校生向けイベントへの参加。たとえばムサビでは、大学のキャンパ
高3の春

高3の秋

高3の冬

部活に夢中で受験は後回し
美大に進みたいと思ってはいたものの
最優先事項はラグビーの練習。
受験の実感は正直わいていなかった
出遅れた受験対策…
部活を引退。いまから美大受験は
難しいと美術の先生に言われて
落ち込んだが学力試験のみの
入試にかけてみることに
学力試験の対策に専念！
英語と理系科目に絞った対策に専念。
数年分の過去問を繰り返し解いて
間違えたところは重点的に復習

共通テスト3教科方式で

基礎デザイン学科に合格！

スで実際の授業を体験できたり、施設を見学できるイベントを実施し

K.I.さん

ています。遠方に住んでいる人向けに、全国各地で進学相談会やオ

基礎デザイン学科
一般選抜
共通テスト3 教科
方式で合格
東京都出身

ンライン相談会も実施しているので、気軽に参加して不安や疑問を
解消しましょう！

高校生活はラグビーに打ち込む毎日。部

活引退後、好きだった美術・デザインの

道に進みたいと強く思うも、もちろんデッ

サンの経験なんて一度もなし……。諦め

か けてい たところ、
「実 技なし・学 力 試

験のみ」でも受けられる選抜方式がある

ことを知り、対策を絞って受験しました。
実技経験がないという不安もありました

が、大学で学ぶ中で、大切なのは技術で

はなく、自分だけの視点や表現を見つけ

ることだと気付くこともできました。

卒業生の活躍から新たな発見も
大学卒業後の進路なんてまだ先のこと……と思ってしまうかもしれ
ませんが、
「グラフィックデザイナーになりたい」
「映画監督になりた

美大にもサークルはある！
毎 日 課 題 で 忙しい 美 大 生 で す が、サークル 活 動も積 極 的！

（課外活動案内 ）

サイト

ムサビでは文化系、スポーツ系を合わせて40 以上のサークル
が活動中。子ども向けワークショップを実施したり、プロさなが

らの演劇公演を行うサークルがあるのも美大ならではです。

高2の夏

い」というふうに、ぼんやりとでもいいのでイメージを持っておくと、
美大でどんな分野を学ぶべきかを具体的に考えやすくなります。そ
の際にヒントとなるのが、卒業生たちの活躍。美大で何を学び、社

3

会でどんな活躍をしているのかを調べてみると、志望学科・専攻の

大学はどこにしよう？
文理選択に向けて将来の仕事や
大学の専攻を真剣に考える中で、
美大で学びたいという気持ちが芽生える
オープンキャンパスが転機に！
一般的な受験予備校に通っていたが
美大のオープンキャンパスが楽しくて
美術予備校で実技も勉強したいと思うように

S.S.さん

デザイン情報学科
一般選抜
一般方式＆共通テスト
3教科方式で合格
東京都出身

進学校で、国立大学や医学部を目指す同級生が

大多数。そんな中、将来のイメージが固まらない

まま文理選択のため、早く進路を決定しなければ

選択にも役立つはずです。

STEP
Musabian!

高1の秋

受験対策、
何をすればいい?
志望する学科によって対策は違う！

高3の春

実技対策は始めたものの…
受験予備校から美術予備校に再入学。
実技も想像以上に学ぶべきことが多い…。
不安解消のため学習計画をしっかり立てる

と悩んでいたとき、ふと美大という別の選択肢が

頭に浮かびました。実技対策をしながら、すでに

自信のあった学力試験も最大限に生かすため、1

つの学科を「実技あり」と「なし」の 2つの方式で

受験することに。合格の可能性を最大限に引き
出すことができました！

一般方式&共通テスト3教科方式で

デザイン情報学科に合格！

入試のことを詳しく知りたいときは？
自分に合った選抜方式がいまいちわからない……。そんなみなさん

のために、ムサビでは受験生向け特設サイトを用意しています。オン

ライン相談会に申し込めるほか、ムサビ生による受験アドバイスを集

美大の入試には「実技試験が必要な入試」
「学力試験のみで受

めたコンテンツもあるので、ぜひのぞいてみてください！

験できる入試」と、さまざまな方式があり、複数の選抜方式から
選択できる学科もあります。志望学科の試験に実技がある場合
は、早めの対策を取りましょう。高校の美術の先生に指導をお

受験生サイト

願いしたり、美大受験に特化した「美術予備校」に通ったり。美
術予備校は全国にあるので、まずは近隣の予備校へ相談に行っ
て、体験講座を受講してもよいでしょう。

高1の春

美術部に入部！
高校の美術部に入部。
文化祭やコンクールのための
制作に打ち込む

高2の冬

現役合格できるのか… !?

M.S.さん

油絵学科
一般選抜
一般方式で合格
静岡県出身

絵を描くのは好きだけど地元には美術予備校

がなかったため、長期休暇中に都内の予備校

に通ってみることに。行ってみてすぐ、技術力の

大きな差を知ってかなりのショックを受けまし

た。ただ、今の自分に足りないものを知ること

高3の春

ができたと前向きに考えて立ち直り、そこから

はひたすら描き続ける日々。最後は絵に対する

自信のなさを見事克服できました。描き続けて
いれば上達するタイミングは必ずきます！

受験のレベルを知るために
都内美術予備校の冬期講習に参加。
技術力の違いにショックを受ける…
放課後の特訓で自信をつける
美術部の先生と受験対策を始め、
学力試験のために
何度も過去問を解く。
入試直前は美術予備校の
講習で総仕上げ！

一般方式で

油絵学科に合格！

美術予備校ってなに？
美術予備校とは美大の受験指導に特化

した予 備 校のこと。デッサンをはじめ、
着彩、塑造、平面構成など、実技試験に

必要となる技術を学べる場で、各学科・
専攻の傾向を踏まえた指導のほか、学
力試験対策も行われています。

受験本番、
その心得は?
自分を信じて実力を発揮できるように
去問を解いてみましょう。また、試験の対策が山場を迎えていても、気分転換を兼ねて好きな作家の展
覧会に行ったり、アーティストの作品集を眺めたりと、自分の好きなものに関心を持ち続けることを忘
れずに！ 受験本番では、これまで積み上げてきたものがしっかり発揮できるのか、不安になると思い
ますが、無理をして体調を崩したり緊張し過ぎることなく、自分を信じて全力を尽くしましょう！

総合型選抜という選択肢も
「総合型選抜」とは、
「絶対にムサビに入りたい！」という人におすすめしている試験。一般選抜では
表現できない自由な作品、アイデア、活動などをポートフォリオ（作品資料ファイル ）にまとめて提出した
り、面接でアピールするもので、選考基準が一般選抜とは異なります。事前相談や事前面談を実施
している学科もあるので、志願する場合は準備をしておきましょう。

過去の
入試問題

高 2の夏

大学を問わず情報収集
関西や九州の美大・美術系学科の
オープンキャンパスに参加。
関東の美大は地方相談会で情報収集！

高3の春

自己推薦で受験したいと直訴
カリキュラムが 1 番合っていると
感じたムサビに進もうと決意。
三者面談で総合型選抜の相談をする

高3の夏

ました。入学後は本当に楽しく、いろんな人

つのる、ムサビへの想い！
ポートフォリオの準備を始める。
不安なことはオンラインの
事前相談であらかじめ解消した

自分にもきっと出会えるはずです！

総合型選抜で

A.Y.さん

高校 3 年生の夏休みが終わると、本格的な受験シーズンに入ります。学力試験の対策として早めに過

4
STEP

工芸工業デザイン学科
総合型選抜で合格
徳島県出身

地方からの受験で美大の情報が少なく不

安だったため、web サイトを徹底的に調べ

たり、参加できるオープンキャンパスや地方
相談会に行ってみたりと、とにかく全力で情
報収集！ 総合型選抜の面接では、ものづ

くりが大好きな気持ちと、どうしてもムサビ

に入学したい理由を精一杯伝えて合格でき

や作品に出会えます。今まで知らなかった

工芸工業デザイン学科に合格！

ポートフォリオは自己 PRに欠かせない！
ポートフォリオとは自分の作品を1 冊にまとめた作品集の

こと。ムサビの総合型選抜では多くの学科が提出を課し
ています。作り方に正解はないので、自分が自信を持っ
て提出できる作品集を目指そう。

