
2022 年度概要書 
本書面では入学に関する注意事項・重要事項についてご説明しております。書面の内容をよくお読みいただき十分にご理解した上でご契約ください。 

 

湘南美術学院が行う役務の提供行為とは、お申し込みいただいた当該コースを受講できる学習環境・設備を用意し、統括・主任・講師による 

一斉指導を行い、また、統括・主任・講師による個別指導あるいは個人指導を行う行為です。 

 

1．事業者氏名（法人名）、住所、電話番号、代表者氏名 

   事業者 有限会社金沢アトリエ（湘南美術学院）  

   住所 神奈川県鎌倉市大船 2-18-28   

電話 0467-46-1338 

代表者 代表取締役 尾竹 由己 

 

2．役務の内容 

   役務の種類     湘南美術学院が行う美術系大学進学指導・美術実技指導 

   役務提供の形態または方法   ①受験科     一斉指導、個別指導 

         ②美大学科     一斉指導、個別指導 

         ③基礎科・ジュニア科    一斉指導、個別指導 

         ④通信教育科      一斉指導、個別指導、個人指導  

 役務を提供する時間数などの合計 下表内参照 

 

3．役務の対価（学費） 

  ●一括全納時 4 月入学学費（税込） 

 

◆受験科 ※入試直前期に授業時間の変更、またそれに伴う追加料金が発生する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース 授業期間・授業日 諸経費 授業料 学費合計

昼間部 ¥129,800 ¥657,800 ¥820,600

夜間部 ¥97,900 ¥486,200 ¥617,100

特進コース
1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜2/25(土)うち7週

¥73,700 ¥445,500 ¥552,200

昼間部 ¥129,800 ¥657,800 ¥820,600

夜間部 ¥91,300 ¥486,200 ¥610,500

特進コース
1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜2/25(土)うち7週

¥73,700 ¥445,500 ¥552,200

昼間部 ¥118,800 ¥657,800 ¥809,600

夜間部 ¥91,300 ¥486,200 ¥610,500

特進コース
1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜2/25(土)うち7週

¥73,700 ¥445,500 ¥552,200

昼間部 ¥102,300 ¥657,800 ¥793,100

夜間部 ¥81,400 ¥486,200 ¥600,600

特進コース
1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜2/25(土)うち7週

¥73,700 ¥445,500 ¥552,200

昼間部 ¥108,900 ¥657,800 ¥799,700

夜間部 ¥88,000 ¥486,200 ¥607,200

特進コース
1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜2/25(土)うち7週

¥80,300 ¥445,500 ¥558,800

土日クラス ¥74,800 ¥446,600 ¥554,400

土曜クラス ¥47,300 ¥271,150 ¥351,450

日曜クラス ¥47,300 ¥271,150 ¥351,450

¥33,000

¥33,000

¥33,000

入学金

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

月～土 17:30～20:30

月～土 17:30～20:30

デザイン科

横浜校　月～土　9:00～16:00
横浜青葉台校　月～土　9:30～16:30

月～土 17:30～20:30

月～土 17:30～20:30

建築科
1学期：4/16(土)〜 7/3(日)うち11週
2学期：9/10(土)〜 12/4(日)うち12週
3学期：1/21(土)〜受験まで

土　13:30～21:00
日　9:30～18:00

土　13:30～21:00

日　9:30～18:00

1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜受験まで

1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜受験まで

1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜受験まで

1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜受験まで

¥33,000

¥33,000

¥33,000

科 授業日時

彫刻科

月～土　9:00～16:00

月～土 17:30～20:30

月～土 17:30～20:30

工芸科

横浜校　月～土　9:00～16:00
横浜青葉台校　月～土　9:30～16:30

月～土 17:30～20:30

月～土 17:30～20:30

油画科

鎌倉大船校　月～土 9:00～16:00
横浜青葉台校　月～土 13:30～20:30

月～土 17:30～20:30

月～土 17:30～20:30

日本画科

月～土 9:00～16:00

1学期：4/11(月)〜 7/2(土)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/3(土)うち12週
3学期：1/9(月)〜受験まで



 
 

◆基礎科 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ジュニア科 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆美大学科（オンライン） 

 
 

◆通信教育科（オンライン） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

コース 授業期間・授業日 諸経費 授業料 学費合計

月火日クラス ¥68,200 ¥445,500 ¥546,700

日曜クラス ¥48,400 ¥264,000 ¥345,400

/
1学期：4/10(日)〜 7/10(日)うち13週
2学期：9/4(日)〜 12/4(日)うち13週 ¥46,100 ¥200,200 ¥279,300

科 授業日時 入学金

¥33,000

¥33,000

¥33,000
受験デッサン科

※2学期までの開講

日　10:00～17:00

先端芸術
表現科

1学期：4/11(月)〜 7/3(日)うち11週
2学期：9/5(月)〜 12/4(日)うち12週
3学期：1/9(月)〜受験まで

月・火　17:30～20:30
日　9:30～17:30

日　9:30～17:30

コース 授業期間・授業日 諸経費 授業料 学費合計

全4講座セット ¥18,700 ¥174,240 ¥192,940

英語長文 ¥5,500 ¥39,600 ¥45,100

英語基礎 ¥5,500 ¥39,600 ¥45,100

現代文 ¥5,500 ¥39,600 ¥45,100

小論文 ¥2,200 ¥66,000 ¥68,200

美大学科

※2学期までの開
講

1学期：4/11(月)〜 7/10(日)うち12週
2学期：9/5(月)〜 12/4(日)うち12週

科 講座名

『美大受験対策【英語長文】講座』
『英語基礎力UP【英単語・リスニング】講座』

『美大受験対策【現代文】講座』
『美大受験対策【小論文】講座』

『美大受験対策【英語長文】講座』
　＜高校2年生以上にオススメ＞

共通テスト・多摩美大・武蔵野美大の英語長文を解くための力を養うた
めの講座

『英語基礎力UP【英単語・リスニング】講座』
 ＜高校1年生以上の英語が苦手な人にオススメ＞

基本文法・英単語・リスニングの強化を目的とした、
「読む」「聞く」の土台作りとなる講座

『美大受験対策【現代文】講座』
＜読書習慣のない人に特にオススメ＞

論理的読解を通じて、入試現代文で高得点を目指すための講座

『美大受験対策【小論文】講座』
＜推薦入試を検討している人にもオススメ＞

魅力的な文章表現を目指すための講座

年32課題クラス ¥273,000

年16課題クラス ¥153,000

年24課題クラス ¥213,000

年12課題クラス ¥123,000

受験コース

※2学期までの開講

一括納付

1学期：12課題
2学期：12課題

1学期：6課題
2学期：6課題

基礎デッサンコー
ス

1学期：12課題
2学期：12課題
3学期：8課題

授業期間・授業日

¥240,000

¥120,000
1学期：6課題
2学期：6課題
3学期：4課題

科 入学金

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥33,000

¥180,000

¥90,000

コース 授業期間・授業日 諸経費 授業料 学費合計

12時間制作
コース

¥67,100 ¥392,700 ¥492,800

6時間制作
コース

¥50,600 ¥224,400 ¥308,000

3時間制作
コース

¥50,600 ¥130,900 ¥214,500

科 授業日時

1学期：4/11(月)〜7/17(日)うち13週
2学期：9/5(月)〜12/4(日)うち12週
3学期：1/9(月)〜3/12(日)うち9週

¥33,000

¥33,000

¥33,000

月火 17:30～20:30
水木 17:30～20:30
金土 17:30～20:30
日 10:00～17:00

（上の中から2クラス選択）

基礎科
6時間制作

コース

月火 17:30～20:30
水木 17:30～20:30
金土 17:30～20:30
日 10:00～17:00

（上の中から1クラス選択）

基礎科
3時間制作

コース

月・火・水・木・金・土　17:30～20:30
（上の中から1日選択）

基礎科
12時間制作

コース

入学金

コース 授業期間・授業日 諸経費 授業料 学費合計

高校受験
コース

1学期：4/10(日)〜7/10(日)うち13週
2学期：9/11(日)〜12/4(日)12週
3学期：1/8(日)〜2/19(日)うち7週

¥40.480 ¥179.520 ¥242.000

コース 授業期間・授業日 諸経費 授業料 学費合計

ジュニアアート
コース

1学期：4/10(日)〜7/10(日)うち13週
2学期：9/11(日)〜12/4(日)12週
3学期：1/8(日)〜3/12(日)うち9週

¥36.850 ¥149.600 ¥208.450ジュニア科 ¥22.000

科 入学金

日　10:00～16:00

授業日時

科

ジュニア科 ¥22.000

日　10:00～17:00

※1/21(土)、1/28(土)、2/4(土)、1/11(土)のみ
9：00〜12：00

授業日時 入学金



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

税込表示をしています。 

年間（2023 年 3 月まで）でのご案内となります。ただし、受験デッサン科、美大学科、通信教育科受験コース、通信教育科建築科は 2 学期までと

なります。 

受験科「高 1・2 特進コース」の 3 学期は、1・2 学期の授業形態から変更となる場合がございます。 

記載の実施校舎・授業時間・授業実施日はカリキュラムの関係上、変更となる場合がございます。 

当学院では、効果的な指導を行うため、各学期に点在する祝祭日にも授業を行う代わりに、1 学期・2 学期に、それぞれ 1 週間ずつ連休を設けたカ

リキュラムを編成しております。2022 年度は、5/2(月)～5/8(日)を GW休み、10/31 (月)～11/6(日)を秋季休みといたします。 

 

4．前項「3. 役務の対価（学費）」の納付時期、方法 

   一括納付の場合    WEB フォームからの入学お申込日より 1 週間以内に学費合計額を当学院指定銀行口座にお振り込みください。 

   分割納付の場合    WEB フォームからの入学お申込日より 1 週間以内に初回納付額を当学院指定銀行口座にお振り込みください。 

              別途、所定の手続きを経た上で、以下「自動引落日」に自動引き落としにてご納付いただきます。 

          [自動引落日] 受験科・美大学科・通信教育科受験コース 

（6回）5/26(木)、6/27(月)、8/26(金)、9/26(月)、10/26(水)、12/26(月) 
      受験デッサン科・通信教育科建築科 

（5回）5/26(木)、6/27(月)、8/26(金)、9/26(月)、10/26(水) 

                            基礎科・ジュニア科・通信教育科基礎デッサンコース 
（8回）5/26(木)、6/27(月)、7/26(火)、8/26(金)、9/26(月)、10/26(水)、11/28(月)、12/26(月) 

 

5．延納金・手数料 

以下のいずれかに該当する場合、授業料・初回納付額・引落額に延納金・手数料が発生いたします。ご了承ください。 

・お申し込み後 1 週間以内に学費のご納付がない場合、3％加算（一括の場合は”授業料”に加算、分割納付の場合は”初回納入額”に加算）  

・口座残高不足等で引落不能となった場合、自動引落額に手数料 550 円加算。 

・お客様都合で設定した口座に不備があり引落不能となった場合、手数料 550 円加算（口座番号誤り、印鑑相違等）。       

・口座自動引落設定の書面がお申し込み月の翌月 15 日までにご提出がない場合、自動引落額に手数料 550 円加算。 

 

…口座自動引落設定の書面をご提出されたにもかかわらず、学院都合により口座設定が期日までに間に合わない、または自動引落不能の場合は、手数料

は発生いたしません。 

…加算となる場合は、毎月ではなく該当月となります。ただし、引落月が上記に当てはまる場合は、都度加算となりますのでご注意ください。 

 

6．役務の提供期間  

契約書面交付日より、2023 年 3 月末まで 

 

7．クーリング・オフに関する事項 

①．契約書面を受け取った日から数えて 8 日間以内であれば書面により契約の解除（クーリング・オフ）をすることができます。 

②．入学申込・契約者は、当学院が特定商取引法(以下「法」といいます) 第 44条第 1項の規定に違反して法第 48条第１項の規定による特定継

続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当学院が法第 44条第 3項の規定に違反

して威迫したことにより困惑し、これらによって法第 48条第 1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当学

院が交付した法第 48条第１項の書面を入学申込・契約者が受領した日から起算して 8 日を経過するまでは、入学申込・契約者は書面によって

契約を解除することができます。 

③．①に記す契約の解除は、入学申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。 

④．①及び②に記す契約の解除があった場合、当学院が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入学申込・契約者はその

関連商品販売契約についても解除することができます。 

⑤．④に記す契約の解除は、入学申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。 

⑥．①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入学申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に

引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全

部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。 

 

8．中途解約に関する事項 

①．クーリング・オフ期間経過後においても、所定の手続きを経て、特定継続的役務提供等契約を解除（中途解約）することができます。 前受

金は返還いたしますが、次のＡ・Ｂの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。 

   Ａ．契約の解除が役務提供開始前である場合 ￥11,000 

   Ｂ．契約の解除が役務提供開始後である場合（aと bの合計額） 

     ａ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額  

     ｂ 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額 

       ￥20,000 または１ヶ月分の授業料に相当する額のいずれか低い額 

②．①の役務の対価の単価は（月・回数）をもって計算するものとします。 

授業期間・授業日

週2日クラス
（土日） ¥387,200

週1日クラス
（土） ¥248,050

週1日クラス
（日） ¥248,050

授業期間・授業日

科 授業日時 入学金 一括納付

科 一括納付

日　9：30〜18：00 ¥215,050

講座名

¥215,050

上記、「美大学科」をご確認ください

¥33,000

¥33,000

1学期：4/16(土)〜 7/3(日)うち11週
2学期：9/10(土)〜 12/4(日)うち12週

¥33,000

美大学科

建築科
※東京芸大入試対策
※2学期までの開講

土　13：30〜21：00
日　 9：30〜18：00

¥354,200

土　13：30〜20：30



③．①に記す契約の解除があった場合、当学院が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入学申込・契約者はその関連商

品販売契約についても解除することができます。 

④．③に記す契約の解約時に、入学申込・契約者が当学院に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当学院

は入学申込・契約者に当該金額を返還するものとします。 

⑤．当学院の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。 

⑥．返還金のある場合は、入学申込・契約者の指定する銀行口座にお振り込みする方法で速やかに返還するものとします。 

 

 

 

9．退学に関する事項 

 以下、いずれかに定める場合に該当したとは、退学処分として入学契約を解除することができるものとします。ただし、退学処分となった場合の

授業料の返還については前項の規定に従うものとします。 

① 講師もしくは従業員の指示に従わず、他の生徒に対する指導を妨害した場合 

② 校舎の設備又は備品を故意又は過失により破損した場合 

③ 学費の支払いを怠った場合 

 

10．休講に関する事項 

 台風・大雪・地震等の自然災害の影響によりやむを得ず休講となる場合、振替授業や授業料の返金は原則として行いません。 

 

11．個人情報保護 

 契約時に収集した個人を識別することができる情報（以下、「個人情報」といいます。）に関しては以下に定める目的（これらと相当の関連性を

有すると合理的に認められる目的を含みます。）のみに利用します。 

① 指導全般・顧客管理・安全管理・個人面談・進路指導等 

② ご案内・各種印刷物の送付等 

③ 集合写真、作品画像、当校・他企業広告物等 

 

12．割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 

ローン提携販売又は割賦購入斡旋により役務提供を受ける場合には、割賦販売法に基づき当社に生じている事由をもって、金融機関からの支払請

求に対抗できます。 

 

13．前受金の保全に関する事項 

前受金の保全措置はとっておりません。 

 

 

 

 

 

 


