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内容：出願時に出題区分Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかを選択しておく。

 科目：大学入試センター試験利用科目・実技

内容：出願時に出題区分Ａ・Ｂ・Ｃのいずれかを選択しておく。
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推薦入試

＜区分A＞

彩色表現 ６時間　　着彩写生（木炭紙大画用紙）

【持参用具】水彩絵具、水彩描画用具一

［問題］　与えられたモチーフを自由に組み合わせ着彩写生しなさい。

モチーフ：ガーベラ（黄色・赤色・ピンク色）各１本計３本、ストライプ布（ペパーミントグリーン）１枚、　

ガラス器１個、袋入りパン１個、レモン１個、ミニトマト１個、すだち１個、鷹の爪（唐辛子）３本

※パンは袋から出しても良いが、但し、袋もモチーフにしてください。

※白模造紙は描いても描かなくても構いません。

※横構図で描く場合は受験番号が右上に、縦構図で描く場合は受験番号が左上になるようにしてください。
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推薦入試

彩色表現 6 時間   油彩画（F15 号キャンバス ）

【持参用具】油絵具、油彩描画用具一式（筆洗油の使用は不可）

＜区分 B＞

［問題］　人物を自由に描きなさい。

※画面は縦横自由です。

※イーゼル、椅子の高さ調節は自由ですが、イーゼルの調節棒が外れやすく危険ですので、取り扱いには注

意してください。

※立って描いても構いません。

※試験開始後２０分は退室できません。トイレはそれ以降、モデルさんの休憩時に、監督者に本学の受験票

を預けて退室すること。
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推薦入試

＜区分C＞

［問題］　与えられたモチーフを自由に組み合わせて構成し、彩色表現しなさい。

モチーフ：ルーペ、落花生

１．Ｂ３画用ボード全面を画面とし、用紙のタテ・ヨコは自由。

２．構成するモチーフの数は自由。

３．モチーフ以外を描いてはいけません。

　試験終了後、画面の上下が解るように用紙の裏側に大きく上向きの矢印↑を描いてください。

彩色表現 ６時間　　平面構成（B3 ケントボード）

【持参用具】水性描画用具一式、定規、コンパス、製図用具一式
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［問題］　石膏像「ブルータス」を鉛筆デッサンしなさい。

デッサン 実技 1 日目／６時間　　鉛筆デッサン（木炭紙大画用紙）

【持参用具】鉛筆、消し具、ナイフ  

一般入試（前期日程）

＜区分A＞
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一般入試（前期）

彩色表現 実技 2 日目／６時間　　着彩写生（木炭紙大画用紙）

【持参用具】水彩絵具、水彩描画用具一式

＜区分A＞

［問題］ 与えられたモチーフを全て使用し、自由に着彩写生しなさい。

モチーフ：デンファレ（白）1 本・（紫）2 本、ガラス製計量カップ 1 個、バナナ 2 本、イチゴ 3 個、

アボカド 1 個、ストライプ布（ペパーミントグリーン）1 枚

※白模造紙は、描く必要はありません。

※横構図で描く場合は受験番号が右上に、縦構図で描く場合は受験番号が左上になるようにしてください。
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一般入試（前期）

＜区分 B＞

［問題］　モチーフを自由に組み合わせて描きなさい。

モチーフ : ナス、しょうが、アクリルブロック

※画面は縦横自由です。

※モチーフの選択は自由です。（モチーフのいずれか 1 つ、2 つ、または 3 つすべてを使ってもよい。）　

※板と箱イスは、モチーフをセットするために使っても良い。

※イーゼル、椅子の高さ調節は自由です。

※トイレの際は、監督者に本学の受験票を預けて退室すること。

デッサン 実技 1 日目／６時間　　デッサン（MBM 木炭紙）

【持参用具】鉛筆または木炭（鉛筆と木炭の併用も可）、消し具，ナイフ  
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一般入試（前期）

彩色表現 実技 2 日目／６時間　　油彩画（F15 号キャンバス ）

【持参用具】油絵具、油彩描画用具一式 ( 筆洗油の使用は不可）

＜区分 B＞

［問題］　人物を自由に描きなさい。

※画面は縦横自由です。

※イーゼル、椅子の高さ調節は自由です。

※左利きの人は申し出てください。

※トイレはモデルさんの休憩時に、監督者に本学の受験票を預けて退室すること。
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一般入試（前期）

＜区分C＞

［問題］　与えられたモチーフを画面構成して、デッサンをしなさい。

モチーフ : マカロニ、折り紙

※Ｂ３画用ボード全面を画面とし，用紙のタテ・ヨコは自由です。

※構成するモチーフの数は自由です。

※モチーフ以外を描いてはいけません。

※折り紙が入っている袋はモチーフではありません。

※Ａ４のコピー用紙 3 枚は下書き用紙です。使用後は持ち帰ってください。

デッサン 実技 1 日目／６時間　　鉛筆デッサン（B3 画用ボード）

【持参用具】鉛筆または木炭（鉛筆と木炭の併用も可）、消し具，ナイフ  
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一般入試（前期）

＜区分C＞
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一般入試（前期）

＜区分C＞

　

［問題］　「明と暗」をテーマに「曲線」を使って、彩色構成をしなさい。

※用紙のタテ・ヨコは自由です。　

※ B3 画用ボードに一辺 30㎝の正方形を描き、その内側を画面とします。

※一辺 30㎝の正方形はボード内に自由に配置してよいが、ボードの外にはみ出してはいけません。

※構成する「曲線」の数は自由です。

※Ａ４のコピー用紙 3 枚は下書き用紙です。使用後は持ち帰ってください。

試験終了後、画面の上下が解るように用紙の裏側に大きく上向きの矢印↑を描いてください。

彩色表現 実技 2 日目／６時間　　平面構成（B3 ケントボード）

【持参用具】水性描画用具一、定規、コンパス、製図用具一式 
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一般入試（前期）

＜区分C＞
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［問題］　石膏像「パジャント」を鉛筆デッサンしなさい。

デッサン 実技 1 日目／６時間　　鉛筆デッサン（木炭紙大画用紙）

【持参用具】鉛筆、消し具、ナイフ  

一般選抜（後期日程）

＜区分A＞
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一般入試（後期）

彩色表現 実技 2 日目／６時間　　着彩写生（木炭紙大画用紙）

【持参用具】水彩絵具、水彩描画用具一式

＜区分A＞

［問題］　与えられたモチーフを全て使用し、自由に着彩写生しなさい。

モチーフ：アネモネ（赤・紫・白）各 1 本（計 3 本）、パプリカ１個、プチトマト 3 個、ペンネ（パスタ）1 袋

ガラス器 1 個

※ 白模造紙は、描く必要はありません。

※ペンネは袋から出しても構いません。

※横構図で描く場合は受験番号が右上に、縦構図で描く場合は受験番号が左上になるようにしてください
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一般入試（後期）

＜区分 B＞

［問題］　与えられたものを自由に組み合わせて表現しなさい。

モチーフ : ういきょう、丸太、アルミ板

※画面は縦横自由です。

※ものの選択は自由です。（配布物のいずれか 1 つ、2 つ、または 3 つすべてを使っても良い。）　

※板と箱イスは、配布物をセットするために使っても良い。

※イーゼル、椅子の高さ調節は自由です。

※トイレの際は、監督者に本学の受験票を預けて退室すること。

デッサン 実技 1 日目／６時間　　デッサン（MBM 木炭紙）

【持参用具】鉛筆または木炭（鉛筆と木炭の併用も可）、消し具，ナイフ  
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一般入試（後期）

彩色表現 実技 2 日目／６時間　　油彩画（F15 号キャンバス ）

【持参用具】油絵具、油彩描画用具一式 ( 筆洗油の使用は不可）

＜区分 B＞

［問題］　「自画像」を自由に表現しなさい。

※イーゼル、イス、鏡は自由にセットして下さい。　

※鏡は割ってはいけません。　

※画面は縦横自由です。

※トイレの際は、監督者に本学の受験票を預けて退室すること。
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一般入試（後期）

＜区分C＞

　

［問題］　与えられたモチーフを画面構成して、デッサンをしなさい。

モチーフ : レンコン、曲尺

１．Ｂ３画用ボード全面を画面とし、用紙のタテ・ヨコは自由です。

２．構成するモチーフの数は自由です。

３．モチーフ以外を描いてはいけません。 

４．A4 のコピー用紙 3 枚は下書き用紙です。使用後は持ち帰ってください。 

　試験終了後、画面の上下が解るように用紙の裏側に大きく上向きの矢印↑を描いてください。

デッサン 実技 1 日目／６時間　　鉛筆デッサン（B3 画用ボード）

【持参用具】鉛筆または木炭（鉛筆と木炭の併用も可）、消し具，ナイフ  
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一般入試（後期）

＜区分C＞
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一般入試（後期）

＜区分C＞

　

［問題］　「静と動」をテーマに「直線」や「線分」を使って、彩色構成をしなさい。

１．用紙のタテ・ヨコは自由です。

２．B ３画用ボードに直径 33㎝の円をコンパスで描き、その内側を画面とします。

３．直径 33㎝の円はボード内に自由に配置してよいが、ボードの外にはみ出してはいけません。

４．構成する「直線」や「線分」の数は自由です。

５．A4 のコピー用紙 3 枚は下書き用紙です。使用後は持ち帰ってください。

　試験終了後、画面の上下が解るように用紙の裏側に大きく上向きの矢印↑を描いてください。

彩色表現 実技 2 日目／６時間　　平面構成（B3 ケントボード）

【持参用具】水性描画用具一、定規、コンパス、製図用具一式 
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一般入試（後期）

＜区分C＞


