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わかる！ムサビの試験

ムサビの
入り方はおもに

種類
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1

一般選抜

造形学部

造形構想学部

一般方式

学部統一方式

た実技試験を組み合わせて受験します。

学力試験のみの選抜方式です。

─

─

共通テスト2教科＋専門試験方式

一般方式

です。共通テストの科目はほとんどの学科で幅広く選択でき、得意

映像学科では実技試験も組み合わせて実施しています。

ムサビ独自の出題による学力試験と、それぞれの学科の特色に応じ

学力や実技を生かして、
学びたい分野の学科を受験できます！
ムサビで一番多くの受験生が出願する入試です

造形学部、造形構想学部のほとんどの学科では、国語・外国語による学
力試験に加え、デッサンなどの「専門試験」と呼ばれる実技試験の評価

の合計点で合否を決めます。また、大学共通テストの指定された科目の
点数を学力試験の点数に読み替えた方式や、実技試験を伴わない方式

など、さまざまな選抜方式があります。

大学入学共通テストと、ムサビの実技試験を組み合わせた選抜方式

一度の試験で 2 学科を併願できるほか、一般方式との併願もできる

2 学科それぞれが独自の試験を行い、合否を判定する試験です。

科目を生かせます。実技試験は一般方式とほぼ共通なので、併願し

─

やすくなっています。

共通テストを利用する方式

共通テスト3教科方式

大学共通テスト3教科のみで受験できる選抜方式です。4つの学科（建

築学科、基礎デザイン学科、芸術文化学科、デザイン情報学科）で実施しています。

日本画学科

視覚伝達デザイン学科

基礎デザイン学科

クリエイティブイノベーション学科

油絵学科油絵専攻

工芸工業デザイン学科

芸術文化学科

映像学科

油絵学科グラフィックアーツ専攻

空間演出デザイン学科

デザイン情報学科

彫刻学科

建築学科

抜方式です。映像学科は共通テスト2教科に加え、実技試験を課した

方式を実施。クリエイティブイノベーション学科は共通テスト3教科、ま

たは5教科で受験できる2つの方式を実施しています。

実技試験
学科別専門試験

※版画専攻は2023年度よりグラフィックアーツ専攻に名称変更

POINT

感覚テスト

自分の意見を論理的に伝えられる

かどうかがポイント。独りよがりの
文章にならないように、読む人が
納得できるような客観性も必須！

出題されたテーマに対してイメージしたことを、鉛筆などを使って絵と文章で表現す

小論文

2

高校までの学び、活動を生かして
ムサビで学びたい人にオススメ！

専願の試験です。ムサビで学びたい学科が決まっている、
定められた時間内に作品をつくるような従来の入試が苦

大学共通テストの成績や学科独自の試験などで合否を判定する選

─

総合型選抜

外国人留学生や帰国生、
編入学向けの選抜もあります。
詳しくは受験生サイトへ！

手だけど、ものづくりに対する熱意は誰にも負けない！ そ

ういった受験生にオススメしている選抜方式です。造形学
部は視覚伝達デザイン学科を除く全学科、造形構想学部

は全学科で実施しています。

2021年度入学試験の合格者参考作品を掲載しています。

POINT

学力試験

学力試験は必須！

バランスよく勉強しよう。

構想力テスト

POINT
「すきま」をテーマに物あ
2021年度入試は、

るいは空間をデザインして提案するという出

題でした。単純な言葉から、どれだけ掘り下

出題されたテーマに対し、自分の考え方やそれに基づく具体的な内容など

げて考えることができるかが大切！

を文章とスケッチでわかりやすく伝えてください。問題に対しての「構想力」と
「考察力」を重視しています。

る試験です。自分の頭の中にある考えやイメージを、視覚化する力が必要となってき
ます。絵と文章それぞれの役割を考えて構成できているかがポイントです。

出題された課題に対して自らの考えをまとめて、
定められた文字数で解答してください。学科によっ
ては解答に必要なモチーフが与えられたり、図を
使った説明も求められます。文章の構成力や、自
分自身の「美術」や「デザイン」の観点なども知識
として必要となってきます。

POINT

デザイン
基礎造形

日頃から読書や 作文

で、文 章 表 現 能 力 を
鍛えることが大切！

出 題され たテーマ や 配 付され た モ
チーフをもとに、自分の考えをイメー
ジして表現する試験です。色のバラン
スや 構成はもちろんですが、日常の
観察力、記憶や感情を表現する力を
見ています。課 題 に「タイトル」をつ
ける場合もあり、描写に加え、短い言
葉で伝える力も求められます。

POINT
イメージ力を鍛えることが 大 切。

デッサン
設置または配付されたモチーフをしっかり観察し、鉛筆など
で表現する試験です。モチーフの質感や表情の描き分け、
形の正確さ、空間を理解して画面に配置できているかなど、
ただ描き写すのではなく、自分なりにモチーフの魅力を見
つけ表現することが求められます。※油絵学科は木炭または鉛筆

ジャンルを問わず、普段からさま

2021 年度入試は、時計が

分の中の引き出しを増やそう！

る場 面」を想 定して描きな

配 付され、
「時 刻を意 識 す

ざまな作品や考え方に触れて、自

いという出 題でした。状 況

や心情をどのように表現す

るかがポイント。

モチーフと問題文に対して、鉛筆・色鉛筆な
どを使って描写し、描いた作品に対するタイ
トルもつける試験です。モチーフの形や質感
と、イメージした記憶や感情を効果的に表現

POINT

できているか、描かれた場面の意図をわかり
やすく言語化できているかがポイントです。

造形表現
テスト
デッサン は 受 験 勉 強と同じ

で、準 備 の 時 間をか け れ ば

上達します。モチーフをしっか

り観察することが大切！

POINT
基礎デザイン学科では「基

礎造形」という名前で実施

しています。観 察 力 や 自 分

の 考えを視 覚 化 する力を
見ているところは他学科の

「デザイン」と同様です。

POINT
POINT
油 絵 学 科 油 絵 専 攻の 試 験では、
油 絵とデッサンそれ ぞ れ に点 数

をつけるのではなく、それぞれの

試験を総合的に見て採点します！

日本画学科も同様です。

着色写生
モチーフを、水彩絵具（透明、不透明いず
れも可）などを使って表現する試験で

す。基礎的な描写力はもちろん必要
で、そこからどのように自己の表現へ
つなげているか、また、色彩感覚の豊

イメージ・
ドローイング
受験を意識し過ぎず、普段から使い
慣れた得意な表現で挑戦しよう！

POINT

出題されたテーマから自由にイメージを膨らませ、構成して描く試

験です。具象、抽象は問わず、モノクロームを含めて色彩も自由。
独創的なイメージや大胆な発想力も大きく評価されます。

かさや柔軟性も求められます。

設置されたモチーフを、キャンバスに油絵で自由に表現する試験です。構成力、
描写力といった基礎的な力を、自分らしい表現に展開して描くことが求められ
ています。モチーフから受けた印象を自分自身に引き寄せ、表現してください。

油絵
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