
2022年度　湘南美術学院　募集要項別紙

2022年度 設置科・学費一覧 （学費は5月入学時）

◆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。

昼間部 高卒生
鎌倉大船校

横浜青葉台校
¥129,800 ¥581,900 ¥711,700 ¥234,157 ¥99,000 × 5 ¥729,157

夜間部 高校3年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

¥97,900 ¥430,100 ¥528,000 ¥155,903 ¥77,000 × 5 ¥540,903

特進コース 高校1・2年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

¥73,700 ¥400,950 ¥474,650 ¥111,679 ¥75,000 × 5 ¥486,679

昼間部 高卒生
鎌倉大船校

横浜校
¥129,800 ¥581,900 ¥711,700 ¥234,157 ¥99,000 × 5 ¥729,157

夜間部 高校3年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

¥91,300 ¥430,100 ¥521,400 ¥149,303 ¥77,000 × 5 ¥534,303

特進コース 高校1・2年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

¥73,700 ¥400,950 ¥474,650 ¥111,679 ¥75,000 × 5 ¥486,679

昼間部 高卒生 鎌倉大船校 ¥118,800 ¥581,900 ¥700,700 ¥223,157 ¥99,000 × 5 ¥718,157

夜間部 高校3年生 鎌倉大船校 ¥91,300 ¥430,100 ¥521,400 ¥149,303 ¥77,000 × 5 ¥534,303

特進コース 高校1・2年生 鎌倉大船校 ¥73,700 ¥400,950 ¥474,650 ¥111,679 ¥75,000 × 5 ¥486,679

昼間部 高卒生
横浜校

横浜青葉台校
¥102,300 ¥581,900 ¥684,200 ¥206,657 ¥99,000 × 5 ¥701,657

夜間部 高校3年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

¥81,400 ¥430,100 ¥511,500 ¥139,403 ¥77,000 × 5 ¥524,403

特進コース 高校1・2年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

¥73,700 ¥400,950 ¥474,650 ¥111,679 ¥75,000 × 5 ¥486,679

昼間部 高卒生
横浜校

横浜青葉台校
¥108,900 ¥581,900 ¥690,800 ¥213,257 ¥99,000 × 5 ¥708,257

夜間部 高校3年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

¥88,000 ¥430,100 ¥518,100 ¥146,003 ¥77,000 × 5 ¥531,003

特進コース 高校1・2年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

¥80,300 ¥400,950 ¥481,250 ¥118,279 ¥75,000 × 5 ¥493,279

土日クラス ¥74,800 ¥400,400 ¥475,200 ¥107,212 ¥76,000 × 5 ¥487,212

土曜クラス ¥47,300 ¥243,100 ¥290,400 ¥82,693 ¥43,000 × 5 ¥297,693

日曜クラス ¥47,300 ¥243,100 ¥290,400 ¥82,693 ¥43,000 × 5 ¥297,693

月火日
クラス

¥68,200 ¥400,950 ¥469,150 ¥111,179 ¥74,000 × 5 ¥481,179

日曜クラス ¥48,400 ¥237,600 ¥286,000 ¥93,128 ¥40,000 × 5 ¥293,128

/ 高校3年生
鎌倉大船校

横浜校
¥46,100 ¥169,400 ¥215,500 ¥76,582 ¥36,000 × 4 ¥220,582

高校1・2年生

中学3年生

鎌倉大船校
横浜校

横浜青葉台校
¥67,100 ¥358,050 ¥425,150 ¥107,053 ¥48,000 × 7 ¥443,053

高校1・2年生

中学3年生

鎌倉大船校
横浜校

横浜青葉台校
¥50,600 ¥204,600 ¥255,200 ¥69,430 ¥28,000 × 7 ¥265,430

高校1・2年生

中学3年生

鎌倉大船校
横浜校

横浜青葉台校
¥50,600 ¥119,350 ¥169,950 ¥42,918 ¥19,000 × 7 ¥175,918

授業料 学費合計 初回納入額 2回目以降引落額 引落回数 分割合計
開講校舎 授業日時

一括納付 分割納付（2回目以降、自動引落）

諸経費

12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2クラス選択）

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）

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）

2回目以降引落額 引落回数

コース 対象学年

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
※鎌倉大船校は私大コースのみ開講

月～土 17:30～20:30
※鎌倉大船校は私大コースのみ開講

建築科
高卒生

高校生
鎌倉大船校

土　13:30～21:00
日　9:30～18:00

土　13:30～21:00

日　9:30～18:00

先端芸術
表現科

高卒生

高校生
鎌倉大船校

月・火　17:30～20:30
日　9:30～17:30

日　9:30～17:30

受験デッサン科

※2学期までの開講
日　10:00～17:00

◆基礎科　※入学週によって料金が異なります。受付までお問い合わせください。

＜授業日程＞  1学期：4/11-7/17（5/2-5/8GW休み）　2学期：9/5-12/4（10/31-11/6秋季休み）　3学期：1/9-3/12

月～土 17:30～20:30

日本画科

月～土 9:00～16:00

月～土 17:30～20:30

月～土 17:30～20:30

諸経費 授業料 学費合計 初回納入額

WEBより最新版をご覧いただけます→

入学金（初回入学手続き時のみ）： ◆ 受験科・基礎科・通信教育科 ￥33,000　◆ ジュニア科 ￥22,000　

＜授業日程＞
1学期：4/11-7/3（5/2-5/8GW休み）　2学期：9/5-12/4（10/31-11/6秋季休み）　3学期：1/9-受験まで
   ※建築科　 1学期：4/16-7/3（5/2-5/8GW休み）　2学期：9/10-12/4（10/31-11/6秋季休み）　3学期：1/21-受験まで
   ※受験デッサン科　 1学期：4/10-7/10（5/2-5/8GW休み）　2学期：9/4-12/4（10/31-11/6秋季休み）

科 コース 対象学年 開講校舎 授業日時
一括納付 分割納付（2回目以降、自動引落）

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

分割合計

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



◆ジュニア科　※入学週によって料金が異なります。

諸経費

※画用紙代など含む

¥39,820 ¥163,680 ¥203,500 ¥71,684 ¥20,000 × 7 ¥211,684

¥39,600 ¥158,400 ¥198,000 ¥65,920 ¥20,000 × 7 ¥205,920

¥39,380 ¥153,120 ¥192,500 ¥60,156 ¥20,000 × 7 ¥200,156

¥39,160 ¥147,840 ¥187,000 ¥54,392 ¥20,000 × 7 ¥194,392

¥35,200 ¥136,400 ¥171,600 ¥38,420 ¥20,000 × 7 ¥178,420

¥34,650 ¥132,000 ¥166,650 ¥33,250 ¥20,000 × 7 ¥173,250

¥34,100 ¥127,600 ¥161,700 ¥28,080 ¥20,000 × 7 ¥168,080

¥33,550 ¥123,200 ¥156,750 ¥22,910 ¥20,000 × 7 ¥162,910

◆美大学科（オンライン）　※2学期までの開講

¥18,700 ¥174,240 ¥192,940 ¥88,167 ¥22,000 × 5 ¥198,167

¥5,500 ¥39,600 ¥45,100 ¥21,288 ¥5,000 × 5 ¥46,288

¥5,500 ¥39,600 ¥45,100 ¥21,288 ¥5,000 × 5 ¥46,288

¥5,500 ¥39,600 ¥45,100 ¥21,288 ¥5,000 × 5 ¥46,288

¥2,200 ¥66,000 ¥68,200 ¥25,180 ¥9,000 × 5 ¥70,180

◆通信教育科（オンライン）

¥76,300 ¥20,000 × 7 ¥216,300

¥60,850 ¥20,000 × 7 ¥200,850

¥38,150 ¥10,000 × 7 ¥108,150

¥30,425 ¥10,000 × 7 ¥100,425

¥54,500 ¥20,000 × 5 ¥154,500

¥39,050 ¥20,000 × 5 ¥139,050

¥27,250 ¥10,000 × 5 ¥77,250

¥19,525 ¥10,000 × 5 ¥69,525

¥134,840 ¥45,600 × 4 ¥317,240

¥92,610 ¥25,000 × 4 ¥192,610

¥92,610 ¥25,000 × 4 ¥192,610

高校1年生〜高卒生

※税込表示をしています。

※年間（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。

※「分割納付時学費」は授業料に受験科3％、基礎科・ジュニア科5％の手数料が含まれています。

※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。

※生徒証・出欠登録は、「デジタル学生証『MyiD』」を使用します。詳しくは別途ご案内差し上げます。（ジュニア科除く）

　ジュニア科は別途ご案内差し上げます。

＜授業日程＞  1学期：4/10-7/10（5/2-5/8GW休み）　2学期：9/11-12/4（10/31-11/6秋季休み）　3学期：1/8-3/12（高校受験コースは2/19まで）

コース 対象学年

＜授業日程＞  1学期：4/11-7/10（5/2-5/8GW休み）　2学期：9/5-12/4（10/31-11/6秋季休み）

¥187,000

週1日クラス
（日）

日　9:30～18:00 ¥187,000

美大学科

※2学期までの開講

英語長文・英語基礎
現代文・小論文

上記、「美大学科」をご確認ください 上記、「美大学科」をご確認ください

¥150,000

¥75,000

建築科

※東京芸大入試対策
※2学期までの開講

週2日クラス
（土日）

高卒生・高３生

土　13:30～21:00
日　9:30～18:00 ¥308,000

週1日クラス
（土）

土　13:30～21:00

5月(1)

5月(1)

¥135,000

5月(1)

¥195,000

初回納入額

年32課題クラス

年16課題クラス

高校1・2年生

科 コース 対象学年
一括納付

学費合計

高卒生・高３生

年12課題クラス

課題スケジュール等の詳細は、webにて
学院ホームページをご確認ください。

5月(2)

5月(2)

¥210,000

¥105,000

5月(2) ¥97,500

学費合計 初回納入額
コース

2回目以降引落額 引落回数 分割合計

基礎デッサンコース

¥67,500

『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

『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

2回目以降引落額 引落回数 分割合計

現代文

『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

小論文

『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

分割納付（2回目以降、自動引落）

5月(2)

5月(1)

課題送信日授業日時

高校1年生〜
高卒生

全4講座セット
（セット割引料金）

『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』

英語長文

初回納入額 2回目以降引落額 引落回数 分割合計

5月1日(日)

5月15日(日)

開講校舎 授業日時 入学日
一括納付 分割納付（2回目以降、自動引落）

授業料 学費合計

5月22日(日)

対象学年 講座名
一括納付 分割納付（2回目以降、自動引落）

諸経費 授業料

5月29日(日)

5月1日(日)

5月15日(日)

5月22日(日)

5月29日(日)

ジュニアアートコース

高校受験コース 中学3年生
鎌倉大船校

横浜校
横浜青葉台校

日　10:00～17:00

※1/21(土)、1/28(土)、
2/4(土)、2/11(土)のみ

9：00〜12：00 

日　10:00～16:00
小学5年生〜
中学3年生

鎌倉大船校
横浜校

横浜青葉台校

年24課題クラス

受験コース

※2学期までの開講


