


2023年度 総合型選抜入学試験[専願型] （オンライン）

　０１　

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、入学者選抜の内容に変更が生じる場合がありますので、

本学ホームページ（http://www.bunsei.ac.jp）にて最新情報を確認してください。
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　総合型選抜入学試験 [専願型] では、特待制度

　を設けております。

　特待制度とは、試験結果に基づいて、成績が特

　に優秀な者に、納付金の一部を免除する制度

　です。

　・A特待…授業料１年次分免除

　・B特待…授業料１年次前期分免除

　　※対象人数：若干名　　

　　※特待対象者には、合格発表時に特待通知を同封

　　　 します。

◆ アドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）

　　本学では、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）に定める人材

　　を育成するために、カリキュラム・ ポリシー （教育課程編成の方

　　針）に基づいた教育を行うが、ディプロマ・ポリシー、カリキュラ

　　ム・ポリシーにふさわしい入学者を適正に選抜するために、多様

　　な選抜方法を実施する。

　　本学は、以下のような入学希望者を求めている。

　　【知識・技能】

　　・高校までに学ぶ基礎的な学力を身に付けている人

　　・造形力または構想力を身に付けている人

　　【思考・判断・表現】

　　・知識・技能をもとに課題を解決するための思考力や判断力を有

       し、自ら判断ができる人

　　・自らの考えを的確に表現し、伝える能力を持っている人

　　【関心・意欲・態度】

　　・知的好奇心があり、日本や他国の美術や幅広い芸術･文化に

      興味・関心をもち、専門的に美術を学んでみたい人

　　・美術を活かして社会に貢献する意欲がある人

　　・本学の建学の精神である三敬精神に共感できる人

　　・多様な他者を尊重し、コミュニケーションが取れ、協働できる人
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デザイン　　／　　マンガ　　／　　総合造形美術学科美術学部

専 攻学 科学 部

 １．学部・学科及び募集人員

５名程度

募集人員

 オンラインによる試験について

（１） Microsoft Teamsを使用して面接を行います（詳細については受験票返信時にお知らせします）。

（２） 必要な機材・通信環境は以下の通りです。

　　　・スマートフォン、タブレット、パソコンのいずれか一つ

　　　・カメラ（スマートフォン、タブレットの場合はインカメラ。パソコンの場合は内蔵カメラまたはWebカメラ。）

　　　・マイク（スマートフォン、タブレット、パソコンの場合は内蔵マイク。マイク付きイヤフォン。）

　　　・イヤフォンまたはヘッドフォン（スピーカーの使用は禁止。）

　　　・モバイルネットワークでの受験は通信料金が高額になる場合があります。WI-FI環境または有線接続での受験を推奨します。

　　　・面接を受ける部屋は、自宅または在籍校とします（試験時間中は受験者のみ在室可。他者入室不可）。

（３） 試験日の１週間程度前に事前接続確認を行います。接続確認日についての詳細は、出願時に登録したメールアドレスにお

　　　知らせします。

（４） 試験当日は、指定された時間（受験票記載）に、事前接続確認時と同じ環境で受験してください。

 ３．出願資格

下記の(１)～(４)の条件をすべて満たす者

（１） 本学を専願にて受験し、合格後本学への入学が確約できる者。

（２） 高等学校もしくは中等教育学校を２０２３年３月に卒業見込みの者。又は学校教育法施行規則第１５０条の規定により、高

　　　等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、及び２０２３年３月３１日までにこれに該当する見込みの者。 

（３） 下記のⅠまたはⅡの選考基準を満たす者。

　　　Ⅰ．高等学校入学後に、本学が認めるコンクール・大会（P０３参照)で入賞(入選)した者

　　　Ⅱ．その他、本学に於いてⅠと同等と認めるコンクール・大会で高等学校入学後に入賞(入選)した者

　　　　　※出品数、参加者数が極端に少ない場合等、規模により認められない場合があります。事前にお問い合わせください。

（４） 調査書における全体の評定平均値が３.０以上の者。 

 ２．試験日程

１期 ２０２２年 ９月２０日（火）～２０２２年 １０月  ３日（月） ２０２２年 １０月１５日（土） ２０２２年 １０月１９日（水） ２０２２年 １１月１１日（金）

２期 ２０２３年 １月１０日（火）～２０２３年  １月２７日（金） ２０２３年 　２月　６日（月） ２０２３年 　２月　９日（木） ２０２３年 　３月　３日（金）

種別 出願期間［必着］ 試験日 合格発表日 入学手続期限［必着］



　０３　

 ４．総合型選抜入学試験[専願型]における選考基準とするコンクール・大会一覧　　
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NO. 名　称 主　催

栃木県高校美術展

栃木県高校デザイン展

栃木県高校デジタルアート展

宇都宮市民芸術祭

防犯ポスター

河川愛護ポスターコンクール

トチギ・デッサングランプリ

愛鳥週間ポスター

栃木県芸術祭

とちぎ教育の日ポスター原画

人権に関するイラスト

明るい選挙啓発ポスター

食育推進啓発ポスター

交通事故防止に関するポスター

全国高等学校総合文化祭

まんが甲子園

全国高校生ポスターコンクール

国土緑化運動育樹運動ポスター原画

黒板アート甲子園

防災ポスターコンクール

交通安全ポスターデザイン

科学技術白書表紙絵コンクール

読書感想画コンクール

1129(制服)トンボアイデアデザインコンクール

HONDA交通安全ポスター

各社商業マンガ誌新人賞

栃木県高等学校文化連盟社会部会研究発表大会

全国高等学校社会科学研究発表大会

高校生小論文コンクール

全国高校生歴史フォーラム

世界遺産×SDGｓ小論文コンテスト

Bunsei Cup

栃高文連美術工芸部会

栃高文連商業デザイン部会

栃高文連商業デザイン部会

宇都宮市民芸術祭実行委員会

栃木県警察本部

栃木県道路河川愛護連合会

文星芸術大学

栃木県環境森林部

栃木県文化協会

とちぎ教育の日実行委員会

栃木県教育委員会

選挙管理委員会

栃木県教育委員会

栃木県県民生活部

全国高等学校文化連盟

まんが王国・土佐推進協議会

日本国際ポスター美術館

とちぎ環境みどり推進機構

日学株式会社

文部科学省

毎日新聞社

文部科学省

全国学校図書館協議会

株式会社トンボ

本田技研工業株式会社

関係各社

栃高文連社会部会

全国高等学校文化連盟

生涯学習振興財団

奈良大学・奈良県

世界遺産アカデミー

文星芸術大学

※以下の一覧以外でも、同趣旨のコンクールであれば認めますので事前にお問い合わせください。
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 ６．出願方法

（１） 受験票は、出願書類の受付が済み次第、提出された返信用封筒に入れ、郵送します。

　　　オンライン面接に関する受験手引きを同封します。

（２） 受け取った受験票の記載事項に誤りがあった場合、不明な点がある場合は本学教務課入試係まで連絡してください。

３０，０００円

 ７．入学検定料

　「２０２３年度WEB出願利用ガイド」を参照し、入学検定料の支払いを行ってください。

　コンビニエンスストア、金融機関ATM(ペイジー)、クレジットカードのいずれかでお支払いできます。支払い後、入金が確認出来

　てはじめて出願に必要な書類（入学志願票等）が印刷できるようになります。出願期限に間に合うように余裕をもってお支払い

　ください。

　　　

 ８．受験票

① 入学志願票・写真票

　  「２０２３年度WEB出願利用ガイド」を参照して必要事項を入力の上、「WEB入学志願票等」をダウンロード・印刷してください。

② 調査書

　  出身学校長が出願３ヶ月以内に作成し、厳封したものを提出してください。

③ オンライン入試に係る同意書　　（本学所定用紙　様式１号）

④ 志望理由書　　（本学所定用紙　様式２号）

⑤ 活動報告書　　（本学所定用紙　様式３号）

⑥ 学修計画書　　（本学所定用紙　様式４号）

⑦ 選考基準証明書類　　選考基準（Ⅰ、Ⅱ）に該当する入賞（入選）した作品の証明となるものの写し（賞状等）

⑧ 作品の写し　　上記⑦で証明した作品の写真（プリントしたもの。用紙サイズはA４）

⑨ 受験票返信用封筒

　  ハガキが入るサイズの封筒（長形３号推奨）に受験票返信用宛名ラベルを貼付後、３４４円分の切手を貼付してください。

⑩ 郵送作品

　　P０５-０６参照　

 ５．出願書類　※③～⑥の本学所定用紙は、本学ホームページよりダウンロード・印刷し、使用してください

（１） 本学ホームページからWeb出願サイトにアクセスして出願書類を揃えてください。詳細は「２０２３年度WEB出願利用ガイド」

　　　を参照してください。

（２） 出願書類は、市販の角２型封筒に「封筒貼付用宛名ラベル」を貼付し速達・簡易書留で郵送してください。（締切日必着）

       郵便（速達・簡易書留）以外で送ることも可能です。その際「封筒貼付用宛名ラベル」は他の出願書類に同封してください。

　　　◆宅配便（宅急便）をご利用の場合

　　　　必ず発払い伝票(送料受験者負担)をご利用ください。着払いは利用できません。品名に「出願書類」とご記入ください。

　　　◆レターパックプラス(赤色・５２０円)をご利用の場合

　　　　願書の封筒ごとレターパックの封筒にお入れください。その際、宛先・差出人をご記入いただき、品名に「出願書類」とご

　　　　記入ください。

　　　※メール便やレターパックライト (青色・３７０円)で出願書類を受け付けることはできませんのでご注意ください。

（３） 持参の場合は、本学教務課窓口まで提出してください。

　　　【平日】　９：００～１６：００　　　　　【土曜日・日曜日・祝日】　受付できません
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 １１．郵送作品

マ ン ガ

デザイン

作品

・イラストレーション、ポスター、チラシ、ハガキ、パッケージ、ペーパークラフト

・写真（カラー・モノクロ共にフィルムまたはデジタルカメラ、スマートフォン、携帯電話　

　で撮影した作品）

・映像作品（実写、アニメーション等）

・工芸作品（平面、立体作品）

・雑貨、アクセサリー、衣装

・絵画、版画、デッサン

・キャラクターデザイン、フィギュア、マンガなど

※手描き、デジタルどちらでも可

３点以上 必須

総合造形

２０点以上(a)

日頃描きためたイラスト等。その中に、人物のイラストを必ず入れてください。

　（イラスト、キャラクターデザイン、絵画、素描、ポスター、チラシ、ハガキ、ＰＣ作

　　品など）

大型の作品の場合は撮影した画像でも可。画像のサイズはA４相当。ファイルの

形式はJPEGまたはPDF。動画の場合はMPEG４。

模写・トレース練習・ファンアートなどを入れる場合は、元にした作品名をファイル

名に明記すること（例：「鬼滅の刃」模写など）。また、その場合、割合を全体の四

分の一以下にすること。

(b) １点以上

オリジナルのマンガもしくはイラストどちらかの完成作品（両方でも可）。

サイズはA４またはB４相当。

　※イラストは必ず人物が入っていて、着色まで終わらせたもの。無背景は不可。

　※マンガの場合、各ページのファイル名を「作品名+ページ番号」にし、一つの　

　　 フォルダにまとめること。

(a) ３点以上

１点

　(a),(b)より

どちらかを選択

(b)は①②の

どちらかを選択(b)

作品

　日本画、油画、彫刻、フィギュア、レリーフ、水彩画、水墨画、書画、パステル画、

　色えんぴつ画、版画、デッサン、イラスト、コラージュ、ペン画、写真など。

専攻 作品内容 作品点数

 １０．時間割

９ ： ３０～

オンライン面接（口頭試問を含む）

(a)，(b)必須

小論文

①

②

「私がアートに期待すること」　（1200字程度）

「自分の住む街」都道府県と市町村名を明記し、街並みや文化財

またはアートなどを取り上げ、論述してください。　（1200字程度）

面接開始時間は受験者によって異なります。

受験票に記載しますので確認してください。

　　  障がい等のある方が受験上及び修学上の配慮を希望する場合には、本人又は代理人からの申請に基づき、障がいの種

      類・程度に応じて本学が審査のうえ、受験に際して特別の配慮を行います。本学が対応を決定するまでに時間を要するこ

      とがありますので、出願前のできるだけ早い時期（1ヶ月前を目安）にご相談ください。

 ９．受験上の諸注意
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早い時期に入学手続きが完了した対象者に対し、入学までの期間を利用して「入学前学習」を実施します。

入学後の学習が円滑に行われるよう、専門性と基礎教養を合わせた内容の課題やレポートなどを、高等学校の授業に支障の

ない範囲で実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象入試種別 ： 総合型選抜入学試験[専願型] １期

 １４．入学前学習プログラムの実施

 １５．個人情報の取り扱いについて

出願、入学試験及び入学手続にあたり収集した個人情報及び評価情報は、

 ① 入学試験実施（出願処理・入学試験実施）　　② 合否判定（合格発表）　　③ 入学手続　　④ 入学後の指導

　　 その他、これらに付随する業務を行うために利用します。

　　※ 受験者の方が卒業（卒業見込）された高等学校に対して、次年度以降の進路指導のために、合否情報等を提供する

　　　　ことがあります。

● お問い合わせ

　本学が保有するご自身の個人情報（入学試験）については、下記までお願いします。

　　文星芸術大学 教務課入試係　ＴＥＬ．０２８-６２５-６８８８（代表）

（１） 受験者全員に合否通知を郵送します。

　　　※合格発表日に投函します。郵便事情により異なりますが、合否の通知書の到着は翌日以降となります。

（２） 合格者には、入学手続書類を同封します。入学手続期限までに書類の提出・納付金の納入が必要です。

　　　また、特待対象者には、通知を同封します。

（３） 電話による合否の問い合わせには、一切応じません。

 １３．合格発表

オンライン面接（口頭試問を含む）

４０

調査書 / 提出書類

１０評価比率（％）

持参作品

５０

 １２．入試内容の評価比率（％）

※郵送作品についての注意

　（１）志願者本人が高等学校入学後に制作した作品であること。　　

　（２）作品を撮影したデータをプリントアウト（A４サイズ）したもの、または、データが入ったUSBメモリを出願書類に同封してくだ

　　　 さい。両方郵送も可能ですが、返却はUSBメモリのみとなります。プリントアウトについては、必要があれば自身で控えを用

　　　 意してください。

　（３）USBメモリに氏名を記入したシール等を貼付し、エアーキャップ（ビニール製の緩衝材）で包んでください。

　（４）作品データは、１点５MB程度、JPEG形式またはPDF、映像作品はMPEG４形式で保存してください。

　（５）総合造形専攻受験者で、（ｂ）小論文を選択した場合は、各自で用意した任意の用紙に記入し、出願書類に同封してくださ

　　　 い。



 １．入学手続期間　※入学手続期間内に、書類の提出・納付金の納入が必要です。　

入学手続・納付金・その他

 諸会費（その他納付金）　　

 ２．授業料等納付金について

分 割 納 入 期 日
（ 授 業 料 等 納 付 金 ）

入 学 手 続 期 間入 試 種 別

総合型選抜
[ 専 願 型 ]

＊ 初年度授業料等納付金の納入方法について

（１）本学では、入学時の授業料等納付金の納入方法を選択できます。

　納入方法①〔一括納入〕：入学手続期間内に全額を納入する。

　納入方法②〔分割納入〕：入学手続期間内に入学金（３０万円）・諸会費を先に納入し、残りの納付金を指定の期日までに納入する。

　　　  ※ 総合型選抜[専願型](１期 )の受験者は、納入方法①〔一括納入〕と納入方法②〔分割納入〕のどちらかを選択できます。

　　　※ 総合型選抜[専願型](２期 )の受験者は、入学手続の時期が遅いため納入方法①〔一括納入〕のみとなります。

　　　※ 系列校出身者は、入試種別に関係なく一括納入のみとなります。

（２）後期授業料等納付金は、入学後 ２０２３年９月末までに納入していただきます。納入通知は９月上旬に郵送予定です。　

項  目

３００ ,０００

４２０ ,０００

１２５ ,０００

７５ ,０００

５０ ,０００

９７０ ,０００

３００ ,０００

３００ ,０００

４２０ ,０００

１２５ ,０００

７５ ,０００

５０ ,０００

６７０ ,０００

４２０ ,０００

１２５ ,０００

７５ ,０００

５０ ,０００

６７０ ,０００

入 学 金

授 業 料

施 設 設 備 費

教 育 充 実 費

実 験 実 習 費

合　　計

入学手続期間に全額納入 入学手続期間に納入 指定された期日までに納入

納入方法①

一括納入
納入方法②

分割納入

入学金・前期分納付金

後期分納付金

入学後９月末までに納入

１期 ２０２２年 １０月１９日（水） ～ ２０２２年 １１月１１日（金） ２０２３年 　２月１７日（金）

２期 ２０２３年  ２月　９日（木） ～ ２０２３年０ ３月　３日（金） 一括納入（納入方法①）のみ

　０７　

※ 諸会費の納入は入学時のみ必要となり、入学手続期間に納入していただきます。

※ 教科書代、及び実習に関する材料費・画材費等は入学後別途必要となります。

項　　目 金　　額

学生教育研究災害傷害保険料
（学研災付帯賠償責任保険を含む）

０４,６６０

学 生 証 発 行 料

初 年 次 教 育

学 友 会 会 費

父 母 の 会 会 費

合　　　　　計

０１,０００

２０,０００

１２,０００

４０,０００

７７,６６０




