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２０２２年度学生募集要項
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■入学資格
芸術大学・美術大学・美術系専門学校・美術高校進学を希望す
る人。これまでの経験は問いません。社会人の方は事前にご相談
ください。

■年間スケジュール
●開講式 ２０２２年　４月11日（月）１７：３０～
●授業期間
１学期 ２０２２年　４月１１日（月）～７月１５日（金）
２学期 ２０２２年　９月１日（木）～１２月９日（金）
３学期 ２０２３年　１月９日（月）～３月１５日（水）

●講習会
春期講習会 ２０２２年　３月２８日（月）～４月１日（金）
夏期講習会 ２０２２年　７月２５日（月）～８月２６日（金）
冬期講習会 ２０２２年　１２月１５日（木）～１月６日（金）
＜中学生対象の実技講習会は別に定めます＞

学生募集要項

■デザイン・工芸科  昼間部　週５コース
■絵画科   昼間部　週５コース
●対象 高校卒業生
●実技授業 月～金（９：３０～１６：３０）

■デザイン・工芸科  夜間部　週５コース
■絵画科   夜間部　週５コース
■総合受験科  夜間部　週５コース
●対象 高校３年生・高校卒業生
●実技授業 月～金（１７：３０～２０：３０）

■総合受験科  夜間部　週３コース
●対象 高校３年生・高校卒業生
●実技授業 月～金（１７：３０～２０：３０）のうち月曜また
  は火曜を含む３日間

■基礎科   夜間部　週３コース
●対象 高校１・２年生
●実技授業 月～金（１７：３０～２０：３０）のうち月曜また
  は火曜を含む３日間

■中学生美術科  週１コース、週２コース
●対象 中学生
●実技授業 木（１７：３０～２０：３０）
  土・日（９：００～１２：００）
  から週１コースは一つ、週２コースは二つ選択

■クラスと受講期間
デザイン・工芸科、絵画科、総合受験科の一般選抜クラスおよび
基礎科は入学時から３月１５日まで。中学生美術科は３月３１日
まで。デザイン・工芸科、絵画科、総合受験科の総合・推薦クラス
は１２月９日までとなります。

■入学手続・受付など
裏面「入学手続き」をご参照ください。

■注意事項
●授業期間および講習会日程は、学校行事や入試日程によって
変更になる場合があります。
●自然災害やインフルエンザの流行により休校とすることがあり
ます。
●極度の怠慢や社会規範に反する行為がみとめられた場合な
ど、退学処分になることがあります。

コースごとの授業時間について

月 火 水 木 金 土 日
9:00
12:00

17:30
20:30

月 火 水 木 金 土 日
9:30

16:30
17:30
20:30



■注意事項
　総合・推薦クラスの
途中入学は5月末に
て締め切ります。詳し
くは別紙「総合・推薦
クラス受講希望の方
へ」をご参照ください。

学費の一覧【税込】

191,400

137,500

286,000

191,400

286,000

191,400

121,000

授業料

（2回目）

22,000 213,400 235,400

22,000 159,500 181,500

22,000 313,500 335,500

22,000 213,400 235,400

22,000 313,500 335,500

22,000 146,300 168,300

（入学時） （1回目）分割納入の場合 （1回目納入額）

入学金 授業料 合計

絵画科

デザイン・工芸科

総合受験科

基礎科

22,000 213,400 235,400

昼間部　週5コース

夜間部　週5コース

昼間部　週5コース

夜間部　週5コース

夜間部　週5コース

夜間部　週3コース

夜間部　週3コース

22,000

22,000 382,800 404,800

22,000 275,000 297,000

昼間部　週5コース

夜間部　週5コース

昼間部　週5コース

夜間部　週5コース

夜間部　週5コース

夜間部　週3コース

夜間部　週3コース

577,500 599,500

22,000 382,800 404,800

22,000 577,500 599,500

22,000 382,800 404,800

22,000

22,000昼間部

夜間部

22,000 245,300 267,300

一括納入の場合 入学金 授業料 合計

週1コース 月謝制・月額　12,320

月謝制・月額　24,640週２コース

絵画科

デザイン・工芸科

総合受験科

基礎科

中学生美術科

165,000

121,000

247,500

165,000

247,500

165,000

授業料

（2回目）

22,000 187,000 209,000

22,000 143,000 165,000

22,000 269,500 291,500

22,000 187,000 209,000

22,000 269,500 291,500

（入学時） （1回目）分割納入の場合 （1回目納入額）

入学金 授業料 合計

絵画科

デザイン・工芸科

総合受験科
22,000 187,000 209,000

昼間部　週5コース

夜間部　週5コース

昼間部　週5コース

夜間部　週5コース

夜間部　週5コース

夜間部　週3コース

22,000

22,000 330,000 352,000

22,000 242,000 264,000

昼間部　週5コース

夜間部　週5コース

昼間部　週5コース

夜間部　週5コース

夜間部　週5コース

夜間部　週3コース

495,000 517,000

22,000 330,000 352,000

22,000 495,000 517,000

22,000 330,000 352,000

一括納入の場合 入学金 授業料 合計

絵画科

デザイン・工芸科

総合受験科

デザイン・工芸科、絵画科、総合受験科の一般選抜クラス
および基礎科、中学生美術科【受講期間　翌年３月まで】

デザイン・工芸科、絵画科、総合受験科の総合・推薦クラス
【受講期間　１２月まで】



〒270-0034　千葉県松戸市新松戸１-４０７
TEL 047-342-6006　FAX 047-316-1168
URL  https://www.art-matsudo.net
E-mail info@art-matsudo.net

■個人情報の取り扱いについて
アトリエ新松戸（以下「当校」）は個人情報保護の重要性を認識し、その管理
の徹底をはかるため、以下のとおりプライバシーポリシーを定めています。
1. 個人情報の収集について
当校は、入学申込、講習会受講申込、資料請求や各種行事への参加申込など
に際して、必要な範囲で皆様の個人情報を収集することがあります。
2. 個人情報の管理・保護について
個人情報管理に際しては、管理責任者を置き、適切な管理を行うとともに、外
部への流出防止に努めます。
3. 個人情報の利用
当校が収集した個人情報の利用は下記の目的以外では使用しません。
＊当校在籍生の成績管理および各種連絡のための名簿作成のため
＊当校で行われる各種行事、講習会のお知らせのため
＊個人が特定できない方法による進路統計資料作成のため
＊中学生美術科の月謝口座振替のため

三菱UFJ銀行　新松戸支店　（普）1631130
千葉銀行　新松戸支店　（普）3354309　

（有）アトリエ新松戸　イワサキヒデタ
住信SBIネット銀行　法人第一支店（普）1716170（有）アトリエ新松戸
ゆうちょ銀行　記号番号　10590-91938681（有）アトリエ新松戸

学費振込先

手続き終了後「学生証」を発行します

受付場所
郵送先

郵送でお申し込みの場合
「入学金」および希望するコースの「授業
料」を下記口座に振り込んで下さい。
振込終了後「入学申込書」と「振込明細の
写し」を郵送してください。

「入学申込書」に必要事項を記入する。
※必ず所定の欄に本人の顔写真を添付してください。

●受付開始　　3月1日（火）
●受付時間　　10:00～17:00

入学手続き

プライバシーポリシー

アトリエ新松戸
〒270-0034
千葉県松戸市新松戸1-407

窓口でお申し込みの場合
a.学費を「窓口」で支払う
「入学申込書」と「入学金」および希望
するコースの「授業料」を提出してくだ
さい。

b.学費を「銀行振込」で支払う
「入学金」および希望するコースの「授業料」を
下記口座に振り込んだうえで「入学申込書」と
「振込明細の写し」を提出してください。

4. 個人情報の提供
当校が収集した個人情報を、本人の同意なしに第三者に開示・提供することはあ
りません。ただし、司法上の処理などによって法令により開示を求められた場合、そ
の求めに応じて、個人情報を提供することがあります。
5. 個人情報の訂正等
当校は、本人より自らの個人情報の開示の請求があった場合、速やかにこれを開
示します。また、同様に個人情報の訂正、削除の請求があったときは、遅滞なくその
調査を行い、必要とする事由が認められた場合、訂正、削除を行います。 

■著作権等の取り扱いについて
1.入学案内およびウェブサイトに収録されている作品、記事などの著作権は、当校
にあります。当校の許可なく、これを他の印刷物等に複製、転載することはできませ
ん。
2.当校における授業、講習会、各種講座、行事にて制作された作品およびスナップ
写真は、当校の広報活動のためにその画像を使用することがあります。 

■学費納入
●第１回の学費（入学金および授業料）は申込手続き時までに、
第２回は８月末までに納めてください。
●月謝制の場合は口座振替となります。振替開始まで時間がか
かりますので入学時に２ヶ月分の月謝を納めてください。３ヶ月目
以降は口座振替となります。
●途中入学の学費は別に定めます。お問い合わせください。

学費について
■特典
●学費に関する各種特典があります。入学案内をご参照ください。

■注意事項
●申込書類と学費がそろわないと受付できません。
●月謝制のコース変更、休学は前月10日、自主退学は当月10日まで
に所定の書類を提出して下さい。それ以降に申し出た場合は通常の
月謝が発生します。


