（2020 年 8 月 1 日修正版）

2020 日芸対策 夏期講習
日芸対策夏期講習の受講申込みについて
■日芸受験 .COM の講座は１講座から受講できます。必要な対策をお選びください。
■受講料について

下記費用の合計額が受講に際して必要となります。
１、納入総額に対し消費税 10%
２、入会金 20,000 円（税別） ＊前期に入会済みで既に入会金 20,000 円を納入済みの方は不要。
３、施設費その他諸経費（プリント代）5,000 円（税別） ＊学期／季節講習ごとにご請求。講座数関係なく一律。
４、申込講座の受講料（税別）下記費用の合計額が夏期講習受講に際して必要となります。

■クーリングオフについて

夏期講習等の短期講座は一度納入いただいた受講料は、本人病気による入院等の理由以外は原則として返金できません。特
定商取引に関する法律は２ヶ月を超え、入学金・受講料・教材費などの契約金の総額が５万円を越えるものが法律の対象と
なります。そのため夏期講習等の短期講座は法律の対象となりません。理由は仮に総額が５万円を越えていても期間が２ヶ
月を越えないからです。
＊なお上記は本校だけでなく全ての塾・予備校で同じです（特定商取引法の塾の項目でそう規定されています）
。

■当校からの受付確認の連絡方法について

記入いただきました携帯アドレス宛にパソコンから確認メールを送信します。携帯メールアドレスは必ず「連絡のつくアド
レス」を入力してください。「指定アドレスのみの許可設定」をしていたり、
「PC メールを拒否設定していたり」
「綴りのミス」
等により、当校が送信しました確認メールが「エラー」で戻ってきた場合は「連絡取れず」により、夏期講習のお申込は「不
成立として処理」いたします。

■申込の流れ
●夏期講習 WEB 申込フォーム（http://www.nichigei-juken.com/ にアクセスし）に必要事項を入力し送信ください。
WEB 申込フォームはパソコンからのみ使用可能です。お使いのブラウザ環境によってはフォームが起動しません。その場
合は info@nichigei-juken.com 宛に１. 生徒氏名、２. 住所、３. 志望学科コース、４.. 高校名、5. 携帯電話番号、6. 自宅電話
番号、7. 携帯メールアドレス、8. パソコンメールアドレス、9. 受講希望講座名または講座 No. を記載し送信ください。

▼
●３日以内に本校から受付確認メールを送信します。本校から受付確認メールをもって受付成立となります。

▼
●本校からの返信メールの内容は、受講講座の確認／受講料の確認／受講料納入方法についてです。
＊受付確認メールが３日以内に届かない場合はアドレスエラーまたはフォーム入力エラー等で受付できておりませんので
お手数ではありますが再度申込フォームにてお申し込みいただくか、メール送信にてお申し込みください。
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夏期講習 日芸総合型選抜（AO）エントリーシート対策
講座番号
講座名
受講方式
日程

N1-9GS
AO 書類選考対策
【夏期講習】総合型選抜（AO) エントリーシート講座＜ 8/1・8/2・8/8・8/9 の 4 日間・通塾型＞
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/1（土）・8/2（日）・8/8（土）・8/9（日）の 4 日間

全学科

講座番号
講座名
受講方式
日程

N1-9OL
AO 書類選考対策
【夏期講習】総合型選抜（AO) エントリーシート講座＜ 8/1・8/2・8/8・8/9 の 4 日間・オンライン型＞
オンライン型受講（Zoom による双方向オンラインでの在宅受講）
2020 年 8/1（土）・8/2（日）・8/8（土）・8/9（日）の 4 日間

全学科

講座番号
講座名
受講方式
日程

N9-12GSPM
AO 書類選考対策
【夏期講習】総合型選抜（AO) エントリーシート講座＜ 8/9・8/10・8/11・8/12 の 4 日間・通塾型午後部＞
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/9（日）・8/10（月）・8/11（火）・8/12（水）の 4 日間

全学科

講座番号
講座名
受講方式
日程

N9-12GSEVE
AO 書類選考対策
【夏期講習】総合型選抜（AO) エントリーシート講座＜ 8/9・8/10・8/11・8/12 の 4 日間・通塾型夕方部＞
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/9（日）・8/10（月）・8/11（火）・8/12（水）の 4 日間

全学科

講座番号
講座名
受講方式
日程

N17-20OL
AO 書類選考対策
【夏期講習】総合型選抜（AO) エントリーシート講座＜ 8/17・8/18・8/19・8/20 の 4 日間・オンライン型＞
オンライン型受講（Zoom による双方向オンラインでの在宅受講）
2020 年 8/17（月）・8/18（火）・8/19（水）・8/20（木）の 4 日間

全学科

講座番号
講座名
受講方式
日程

N24-27GS
AO 書類選考対策
【夏期講習】総合型選抜（AO) エントリーシート講座＜ 8/24・8/25・8/26・8/27 の 4 日間・通塾型＞
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/24（月）・8/25（火）・8/26（水）・8/27（木）の 4 日間

全学科

講座番号
講座名
受講方式
日程

N24-27OL
AO 書類選考対策
【夏期講習】総合型選抜（AO) エントリーシート講座＜ 8/24・8/25・8/26・8/27 の 4 日間・オンライン型＞
オンライン型受講（Zoom による双方向オンラインでの在宅受講）
2020 年 8/24（月）・8/25（火）・8/26（水）・8/27（木）の 4 日間

全学科

時間
受講料
注意

時間
受講料
注意

時間
受講料
注意

時間
受講料
注意

時間
受講料
注意

時間
受講料
注意

時間
受講料
注意

16 時 00 分〜 18 時 00 分
コマ数
120 分× 4 日（計 480 分）
26,000 円（1 コマ 6,500 円× 4 回／税別）
受講時間帯を勝手に変更することは出来ません。受講時間帯は申込時に決まっています。

19 時 00 分〜 21 時 00 分
コマ数
120 分× 4 日（計 480 分）
26,000 円（1 コマ 6,500 円× 4 回／税別）
受講時間帯を勝手に変更することは出来ません。受講時間帯は申込時に決まっています。

13 時 00 分〜 15 時 00 分
コマ数
120 分× 4 日（計 480 分）
26,000 円（1 コマ 6,500 円× 4 回／税別）
受講時間帯を勝手に変更することは出来ません。受講時間帯は申込時に決まっています。

16 時 00 分〜 18 時 00 分
コマ数
120 分× 4 日（計 480 分）
26,000 円（1 コマ 6,500 円× 4 回／税別）
受講時間帯を勝手に変更することは出来ません。受講時間帯は申込時に決まっています。

10 時 00 分〜 12 時 00 分
コマ数
120 分× 4 日（計 480 分）
26,000 円（1 コマ 6,500 円× 4 回／税別）
受講時間帯を勝手に変更することは出来ません。受講時間帯は申込時に決まっています。

16 時 00 分〜 18 時 00 分
コマ数
120 分× 4 日（計 480 分）
26,000 円（1 コマ 6,500 円× 4 回／税別）
受講時間帯を勝手に変更することは出来ません。受講時間帯は申込時に決まっています。

19 時 00 分〜 21 時 00 分
コマ数
120 分× 4 日（計 480 分）
26,000 円（1 コマ 6,500 円× 4 回／税別）
受講時間帯を勝手に変更することは出来ません。受講時間帯は申込時に決まっています。
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夏期講習 日芸作文小論文対策
講座番号
講座名
受講方式
日程
時間
受講料

講座内容
講座番号
講座名
受講方式
日程
時間
受講料

講座内容
講座番号
講座名
受講方式
日程
時間
受講料

講座内容

AO 推薦 一般 付属 校友 留学 帰国 編入 全学科
N2011/10-12GSPM
【夏期講習】日芸の小論文作文＜ 8/10・8/11・8/12 の 3 日間・通塾型＞
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/10（月）・8/11（火）・8/12（水）の 3 日間

13 時 00 分〜 15 時 00 分
コマ数
120 分× 3 回（計 360 分）
19,500 円（1 コマ 6,500 円× 3 回／税別）
日大芸術学部の作文と小論文は、他の大学の小論文とは異なるものです。この講座では過去問の傾向分析をふまえ、その対
策・指導をおこないます。志望学科コースに応じた課題を各自に課し書いてきてもらい、それに対して個別に添削指導をお
こないます。

AO 推薦 一般 付属 校友 留学 帰国 編入 全学科
N2012/21-23GSAM
【夏期講習】日芸の小論文作文＜ 8/21・8/22・8/23 の 3 日間・通塾型＞
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/21（金）・8/22（土）・8/23（日）の 3 日間

10 時 00 分〜 12 時 00 分
コマ数
120 分× 3 回（計 360 分）
19,500 円（1 コマ 6,500 円× 3 回／税別）
日大芸術学部の作文と小論文は、他の大学の小論文とは異なるものです。この講座では過去問の傾向分析をふまえ、その対
策・指導をおこないます。志望学科コースに応じた課題を各自に課し書いてきてもらい、それに対して個別に添削指導をお
こないます。

AO 推薦 一般 付属 校友 留学 帰国 編入 全学科
N2012/21-23OL
【夏期講習】日芸の小論文作文＜ 8/21・8/22・8/23 の 3 日間・オンライン型＞
オンライン型受講（Zoom による双方向オンラインでの在宅受講）
2020 年 8/21（金）・8/22（土）・8/23（日）の 3 日間

19 時 30 分〜 21 時 30 分
コマ数
120 分× 3 回（計 360 分）
19,500 円（1 コマ 6,500 円× 3 回／税別）
日大芸術学部の作文と小論文は、他の大学の小論文とは異なるものです。この講座では過去問の傾向分析をふまえ、その対
策・指導をおこないます。志望学科コースに応じた課題を各自に課し書いてきてもらい、それに対して個別に添削指導をお
こないます。
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夏期講習 日芸演技実技対策
講座番号
講座名
対象
講座内容
受講方式
日程
時間

受講料
講座番号
講座名
対象
講座内容
受講方式
日程
時間

受講料
講座番号
講座名
対象
講座内容
受講方式
日程
時間

受講料
講座番号
講座名
対象
講座内容
受講方式
日程
時間

受講料

AO 推薦 一般 付属 校友 留学 帰国 編入 演技実技 演劇
N2021Theatre1/15-16GS
【夏期講習】日芸演劇演技コース対応 演技実技講座１＜ 8/15・8/16 の 2 日間・通塾型＞
演劇学科演技コース志望者
演劇学科演技コースで課される「演技セクション（朗読・即興演技）」「音楽を用いた即興セクション（リズム感・身体表現・
歌唱）」の両方を取り扱います。
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/15（土）・8/16（日）
13 時 00 分〜 15 時 00 分（120 分× 2 回）
15,000 円（1 コマ 7,500 円×２回／税別）
AO 推薦 一般 付属 校友 留学 帰国 編入 演技実技 演劇
N2022Theatre2/22-23GS
【夏期講習】日芸演劇演技コース対応 演技実技講座２＜ 8/22・8/23 の 2 日間・通塾型＞
演劇学科演技コース志望者
演劇学科演技コースで課される「演技セクション（朗読・即興演技）」「音楽を用いた即興セクション（リズム感・身体表現・
歌唱）」の両方を取り扱います。
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/22（土）・8/23（日）
13 時 00 分〜 15 時 00 分（120 分× 2 回）
15,000 円（1 コマ 7,500 円×２回／税別）
AO 推薦 一般 付属 校友 留学 帰国 編入 演技実技 映画
N2024Cinema1/15-16GS
【夏期講習】日芸映画演技コース対応 演技実技講座１＜ 8/15・8/16 の 2 日間・通塾型＞
映画学科演技コース
この講座は映画演技コースの実技試験に対応した演技指導になります。演劇演技コースむけの演技講座ではありませんので
注意ください（日芸演劇演技コース志望者は演劇演技コース対応演技実技講座をご受講ください）。
なお演劇演技コース志望者であっても一般入試で映画演技コースも併願受験する予定の方は両方受講が良いです（演劇演技
コース対応演技実技講座では映画演技コース対応の演技指導は行いませんので）。
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/15（土）・8/16（日）
15 時 30 分〜 17 時 30 分（120 分× 2 回）
15,000 円（1 コマ 7,500 円×２回／税別）

AO 推薦 一般 付属 校友 留学 帰国 編入 演技実技 映画
N2025Cinema2/22-23GS
【夏期講習】日芸映画演技コース対応 演技実技講座２＜ 8/22・23 の 2 日間・通塾型＞
映画学科演技コース
この講座は映画演技コースの実技試験に対応した演技指導になります。演劇演技コースむけの演技講座ではありませんので
注意ください（日芸演劇演技コース志望者は演劇演技コース対応演技実技講座をご受講ください）。
なお演劇演技コース志望者であっても一般入試で映画演技コースも併願受験する予定の方は両方受講が良いです（演劇演技
コース対応演技実技講座では映画演技コース対応の演技指導は行いませんので）。
通塾型による受講（日芸受験 .com へ直接通塾しての受講）
2020 年 8/22（土）・8/23（日）
15 時 30 分〜 17 時 30 分（120 分× 2 回）
15,000 円（1 コマ 7,500 円×２回／税別）
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夏期講習 日芸学力試験対策
講座番号
講座名
受講方式
日程
時間
受講料

講座番号
講座名
受講方式
日程
時間
受講料

講座番号
講座名
受講方式
日程
時間
受講料

講座番号
講座名
受講方式
日程
時間
受講料

N2031GSOL
【夏期講習】日芸英語（文法強化対策編）＜通塾型＆オンライン型の同時開講＞
通塾型＆オンライン型の同時開講（通塾型授業をオンラインでも双方向同時配信）
2020 年 8/10（月）・8/11（火）・8/12（水）の 3 日間
9 時 00 分〜 10 時 30 分
16,500 円（1 コマ 5,500 円× 3 回／税別）

コマ数

コマ数

コマ数

コマ数

全学科

一般学力対策

全学科

90 分× 3 回（計 270 分）

N2032GSOL
【夏期講習】日芸英語（総合対策編）＜通塾型＆オンライン型の同時開講＞
通塾型＆オンライン型の同時開講（通塾型授業をオンラインでも双方向同時配信）
2020 年 8/17（月）・8/18（火）・8/19（水）の 3 日間
14 時 45 分〜 16 時 15 分
16,500 円（1 コマ 5,500 円× 3 回／税別）

一般学力対策

90 分× 3 回（計 270 分）

N2042GSOL
【夏期講習】日芸国語（総合対策編）＜通塾型＆オンライン型の同時開講＞
通塾型＆オンライン型の同時開講（通塾型授業をオンラインでも双方向同時配信）
2020 年 8/17（月）・8/18（火）・8/19（水）の 3 日間
13 時 00 分〜 14 時 30 分
16,500 円（1 コマ 5,500 円× 3 回／税別）

全学科

90 分× 3 回（計 270 分）

N2041GSOL
【夏期講習】日芸国語（古文強化対策編）＜通塾型＆オンライン型の同時開講＞
通塾型＆オンライン型の同時開講（通塾型授業をオンラインでも双方向同時配信）
2020 年 8/10（月）・8/11（火）・8/12（水）の 3 日間
10 時 45 分〜 12 時 15 分
16,500 円（1 コマ 5,500 円× 3 回／税別）

一般学力対策

一般学力対策

全学科

90 分× 3 回（計 270 分）

講座番号
講座名
受講方式
日程

GEN01GSOL
一般学力対策
【夏期講習】お盆特訓 part1（英文法語法の解説および問題演習）＜通塾型＆オンライン型の同時開講＞
通塾型＆オンライン型の同時開講（通塾型授業をオンラインでも双方向同時配信）
2020 年 8/13（木）10 時 00 分〜 12 時 00 分＋ 13 時 00 分〜 17 時 00 分（計 360 分）

全学科

講座番号
講座名
受講方式
日程

GEN02GSOL
一般学力対策
【夏期講習】お盆特訓 part2（多義語イディオムの解説および問題演習）＜通塾型＆オンライン型の同時開講＞
通塾型＆オンライン型の同時開講（通塾型授業をオンラインでも双方向同時配信）
2020 年 8/14（金）10 時 00 分〜 12 時 00 分＋ 13 時 00 分〜 17 時 00 分（計 360 分）

全学科

受講料
備考

受講料
備考

22,000 円（360 分 22,000 円／税別）
AO アカデミーとの共催です。

22,000 円（360 分 22,000 円／税別）
AO アカデミーとの共催です。
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後期 /AO 日芸総合型選抜（AO）面接試験対策
講座番号
講座名

対象

日程

受講料

備考

AO
全学科
N3099AO
日芸 AO 試験面接試験対策（模擬面接）
演劇学科・映画学科・文芸学科の AO エントリー通過者
【放送学科】
適性を見る試験対策講座内で合わせて実施しますので、そちらの講座を受講ください。
【写真学科】
写真学科 AO 試験対策講座内で合わせて実施しますので、そちらの講座を受講ください。
【付属推薦・校友子女・帰国子女・編入転部・一般推薦で受験の方】
2020 年 10/25（日）以降から模擬面接を開始します。
【一般入試で受験の方】
2021 年 1 月初旬から模擬面接を開始します。
AO エントリー通過者に対して個別に日程設定し実施
エントリー（書類審査）結果判明が 9/29（火）→本試験日が 10/25（日）ですので、総合型選抜（旧 AO) 対策講座も「試
験日に合わせて 10/3（土）〜 10/24（土）で設定」します。
【通塾しての模擬面接実施の場合】
●基本的に日曜日・土曜日を中心に設定し、状況により平日の夜にも設定します。
具体的には、10/3（土）
・10/4（日）
・10/10（土）
・10/11（日）
・10/17（土）
・10/18（日）は予定しておいてください。
日芸による日程変更で対策できる期間（週数）が大幅に減ったのに日程空けていただけない場合は塾としては何もしてあげ
られなくなります。
●関東地方以外の方が通塾受講の対象者にいる場合は、その遠方の方を優先して日曜実施にいたします。
●関東圏内の方は、圏内で遠方順に日程調整をおこないます。
●東京の中でも都心部に居住の方は基本的に平日の夜か土曜に実施させていただくことになります。
【オンラインでの模擬面接実施の場合】
通塾しての模擬面接が設定されていない日時で設定することになります。オンライン模擬面接は基本的に平日の夜で設定に
なります（日曜や土曜は通塾しての模擬面接を受ける方への対応でとてもオンライン模擬面接の対応までは無理なので）。
●オンラインの方でも試験前日東京前乗り（前日泊）でしょうから１度は直接の模擬面接は実施した方が絶対良いです。
3,000 円（税別）
＊完全外部の方が模擬面接だけを受講することは出来ません。
＊受講可能なのは前期受講者・講習受講者・AO 対策講座受講者・後期受講者のいずれかの方のみです。
＊ 3,000 円は模擬面接１回毎ではなく「対策入試毎」になります。
＊「対策入試毎」とは AO 入試 / 校友子女・付属推薦・一般推薦 / 一般入試 1 期・2 期で分けます。
エントリーシートのコピーを提出してていただきます。それを提出していただけないと模擬面接で質問のしようがありませ
ん（聞かれる元となる資料がないのでは模擬面接のしようがありません）ので日芸への発送前に控えとしてコピーを取って
おいてください。
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後期 /AO 日芸総合型選抜（AO）試験対策
講座番号
講座名

日程

受付開始日
受講料
講座内容
対象

面接試験

AO 映画 放送 文芸 写真 演劇
N3001AO
【後期 /AO】日芸総合型選抜（AO）当日課題＆事前送付課題対策講座
エントリー（書類審査）結果判明が 9/29（火）→本試験日が 10/25（日）ですので、総合型選抜（旧 AO) 対策講座も「試
験日に合わせて 10/3（土）〜 10/24（土）で設定」します。
●基本的に日曜日・土曜日を中心に設定し、状況により平日の夜にも設定します。
【予定してほしい日程】
具体的には、10/3（土）
・10/4（日）
・10/10（土）
・10/11（日）
・10/17（土）
・10/18（日）は絶対に予定しておいてください。
日芸による日程変更で対策できる期間（週数）が大幅に減ったのに日程空けていただけない場合は塾としては何もしてあげ
られなくなります。
エントリー（書類審査）結果判明の 9/29（火）以降申込受付開始します。
○入試方式＆年度により通知日に結果届く年と翌日に届く年があります。
後日掲載（１コマ単価×実施回数＝受講料となります／税別）
総合型選抜（AO）の試験で、当日作文が課される学科コース・当日小論文が課される学科コース・事前送付の課題が課さ
れる学科コース・当日持参の課題が課される学科の受験生のみを対象として AO の試験直前の指導をおこないます。

映画学科の事前提出レポート課題対策／映画学科のコース共通当日小論文対策／映画学科のコース別当日課題対策／文芸学
科の当日課題（小論文・作文）対策／放送学科の当日課題（小論文・作文）対策／演劇学科のコース共通の当日課題（作文）
対策／写真学科の当日持参課題（小論文）対策
この講座には面接試験対策（模擬面接）は含まれません。エントリー通過者は別途模擬面接をご受講ください。
○放送学科は AO 適性試験対策講座内で模擬面接も合わせて実施します。
○写真学科は写真学科 AO 対策講座内で模擬面接も合わせて実施します。
○映画学科・演劇学科・文芸学科のエントリー通過者は別途模擬面接をご受講ください。
なお模擬面接時にエントリーシートのコピーを提出していただきます。提出していただけないと模擬面接で質問のしようが
ありません（聞かれる元となる資料がないのでは模擬面接のしようがありません）ので日芸への発送前に控えとしてコピー
を取っておいてください。

AO 放送
N3011AO
【後期 /AO】放送学科 AO 試験 適性をみる試験対策
エントリー（書類審査）結果判明が 9/29（火）→本試験日が 10/25（日）ですので、総合型選抜（旧 AO) 対策講座も「試
験日に合わせて 10/3（土）〜 10/24（土）で設定」します。
●基本的に日曜日・土曜日を中心に設定し、状況により平日の夜にも設定します。
【予定してほしい日程】
具体的には、10/3（土）・10/4（日）・10/10（土）・10/11（日）・10/17（土）・10/18（日）は絶対に予定しておいてく
ださい。日芸による日程変更で対策できる期間（週数）が大幅に減ったのに日程空けていただけない場合は塾としては何も
してあげられなくなります。
エントリー（書類審査）結果判明の 9/29（火）以降申込受付開始します。
受付開始日
○入試方式＆年度により通知日に結果届く年と翌日に届く年があります。
受講料
後日掲載（１コマ単価×実施回数＝受講料となります／税別）
講座内容
放送学科 AO 試験での適性を見る試験対策と面接試験対策の指導をおこないます。
作文・小論文対策はこの講座内では行いません。作文・小論文対策は別途「日芸総合型選抜（AO）当日課題＆事前送付課
注意
題対策講座」を受講ください。
講座番号
講座名
日程

面接試験

この講座内で面接試験対策（模擬面接）も合わせて実施します。提出したエントリーシートのコピーを提出していただきま
す。提出していただけないと模擬面接で質問のしようがありません（聞かれる元となる資料がないのでは模擬面接のしよう
がありません）ので日芸への発送前に控えとしてコピーを取っておいてください。

AO 写真
N3012AO
【後期 /AO】写真学科 AO 試験対策
エントリー（書類審査）結果判明が 9/29（火）→本試験日が 10/25（日）ですので、総合型選抜（旧 AO) 対策講座も「試
験日に合わせて 10/3（土）〜 10/24（土）で設定」します。
●基本的に日曜日・土曜日を中心に設定し、状況により平日の夜にも設定します。
日程
【予定してほしい日程】
具体的には、10/3（土）・10/4（日）・10/10（土）・10/11（日）・10/17（土）・10/18（日）は絶対に予定しておいてく
ださい。日芸による日程変更で対策できる期間（週数）が大幅に減ったのに日程空けていただけない場合は塾としては何も
してあげられなくなります。
エントリー（書類審査）結果判明の 9/29（火）以降申込受付開始します。
受付開始日
○入試方式＆年度により通知日に結果届く年と翌日に届く年があります。
受講料
後日掲載（１コマ単価×実施回数＝受講料となります／税別）
写真学科 AO 試験で課される下記の対策をおこないます。
１）試験当日に課される撮影実技＆プレゼン対策
講座内容
２）試験当日に持参必須の「学びのテーマを示すポートフォリオ」の作成＆プレゼン指導
３）面接試験対策（模擬面接）
試験当日に持参することが求められる小論文課題の対策はこの講座内では行いません。当日持参の小論文対策をご希望の場
注意
合は別途「日芸総合型選抜（AO）当日課題＆事前送付課題対策講座日芸 AO 入試 当日課題＆事前送付課題対策講座」を受
講ください。
この講座内で面接試験対策（模擬面接）も合わせて実施します。提出したエントリーシートのコピーを提出していただきま
面接試験
す。提出していただけないと模擬面接で質問のしようがありません（聞かれる元となる資料がないのでは模擬面接のしよう
がありません）ので日芸への発送前に控えとしてコピーを取っておいてください。
講座番号
講座名
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AO 演技実技 映画
N3013AOCinema
【後期 /AO】映画演技コース AO エントリー通過者限定 演技実技講座
映画演技コース AO エントリー通過者のみ受講可能
エントリー（書類審査）結果判明が 9/29（火）→本試験日が 10/25（日）ですので、総合型選抜（旧 AO) 対策講座も「試
験日に合わせて 10/3（土）〜 10/24（土）で設定」します。
日程
●基本的に日曜日に設定予定です。
【予定してほしい日程】
具体的には、10/4
（日）
・10/11（日）
・10/18（日）は絶対に予定しておいてください。日芸による日程変更で対策できる期間（週
数）が大幅に減ったのに日程空けていただけない場合は塾としては何もしてあげられなくなります。
エントリー（書類審査）結果判明の 9/29（火）以降申込受付開始します。
受付開始日
○入試方式＆年度により通知日に結果届く年と翌日に届く年があります。
受講料
後日掲載（１コマ単価×実施回数＝受講料となります／税別）
映画演技コース AO の過去実技課題傾向を踏まえての演技チェック・指導を行います。
【映画学科演技コースの専門試験のポイント】
●サイレント演技
講座内容
台詞が有れば、その場面場面の心情が表情に自然と醸し出されてくるはずです。ですが映画学科演技コースの演技試験は台
詞無しのサイレント演技です。そのため、ついつい試験の設定通りに行うことに気を取られ、そのシチュエーションにおけ
るその行為にも気持ちの変化があるはずですが、その心情が表情に出ず能面に近い状態になっている子が多いです。
＊声に出す台詞があれば自然と顔の表情にも現れるんだと思いますが試験は台詞無しのサイレントなので・・・
AO で課される事前提出課題および当日課される映画学科共通小論文対策はこの講座内では行いません。希望者は別途「日
注意
芸総合型選抜（AO）当日課題＆事前送付課題対策講座」を受講ください。
この講座には面接試験対策（模擬面接）は含まれません。エントリー通過者で希望者は別途模擬面接をご受講ください。
講座番号
講座名
対象

AO 演技実技 演劇
N3014AOTheatre
【後期 /AO】演劇演技コース AO エントリー通過者限定 演技実技講座
演劇演技コース AO エントリー通過者のみ受講可能
エントリー（書類審査）結果判明が 9/29（火）→本試験日が 10/25（日）ですので、総合型選抜（旧 AO) 対策講座も「試
験日に合わせて 10/3（土）〜 10/24（土）で設定」します。
●基本的に日曜日に設定予定です。
日程
【予定してほしい日程】
具体的には、10/4（日）・10/11（日）・10/18（日）は絶対に予定しておいてください。 日芸による日程変更で対策でき
る期間（週数）が大幅に減ったのに日程空けていただけない場合は塾としては何もしてあげられなくなります。
エントリー（書類審査）結果判明の 9/29（火）以降申込受付開始します。
受付開始日
○入試方式＆年度により通知日に結果届く年と翌日に届く年があります。
受講料
後日掲載（１コマ単価×実施回数＝受講料となります／税別）
演劇演技コース AO の過去実技課題傾向を踏まえての演技チェック・指導を行います。
講座内容
なお、AO 過去出題課題だけでなく、推薦試験や一般入試で課されている「演技セクション（朗読・即興演技）」「音楽を用
いた即興セクション（リズム感＆身体表現・歌唱）」を想定し、対策を取り扱います。
AO で課される当日課される演劇学科共通作文対策はこの講座内では行いません。希望者は別途「日芸総合型選抜（AO）当
注意
日課題＆事前送付課題対策講座」を受講ください。
この講座には面接試験対策（模擬面接）は含まれません。エントリー通過者で希望者は別途模擬面接をご受講ください。
講座番号
講座名
対象

AO 構想・美術 演劇
N3015AOTheatreStaff
【後期 /AO】演劇舞台構想コース・舞台美術コース AO グループディスカッション対策講座
演劇舞台構想コースおよび舞台美術コースの AO エントリー通過者のみ受講可能
エントリー（書類審査）結果判明が 9/29（火）→本試験日が 10/25（日）ですので、総合型選抜（旧 AO) 対策講座も「試
験日に合わせて 10/3（土）〜 10/24（土）で設定」します。
●基本的に日曜日に設定予定です。
日程
【予定してほしい日程】
具体的には、10/4（日）・10/11（日）・10/18（日）は絶対に予定しておいてください。 日芸による日程変更で対策でき
る期間（週数）が大幅に減ったのに日程空けていただけない場合は塾としては何もしてあげられなくなります。
エントリー（書類審査）結果判明の 9/29（火）以降申込受付開始します。
受付開始日
○入試方式＆年度により通知日に結果届く年と翌日に届く年があります。
受講料
後日掲載（１コマ単価×実施回数＝受講料となります／税別）
講座内容
演劇学科舞台コースと舞台美術コースの AO で課されるグループディスカッション対策・指導を行います。
AO で課される当日課される演劇学科共通作文対策はこの講座内では行いません。希望者は別途「日芸総合型選抜（AO）当
注意
日課題＆事前送付課題対策講座」を受講ください。
この講座には面接試験対策（模擬面接）は含まれません。エントリー通過者で希望者は別途模擬面接をご受講ください。
講座番号
講座名
対象
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講座番号
講座名

対象

日程

受講料

備考

AO
全学科
N3099AO
日芸 AO 試験面接試験対策（模擬面接）
演劇学科・映画学科・文芸学科の AO エントリー通過者
【放送学科】
適性を見る試験対策講座内で合わせて実施しますので、そちらの講座を受講ください。
【写真学科】
写真学科 AO 試験対策講座内で合わせて実施しますので、そちらの講座を受講ください。
【付属推薦・校友子女・帰国子女・編入転部・一般推薦で受験の方】
2020 年 10/25（日）以降から模擬面接を開始します。
【一般入試で受験の方】
2021 年 1 月初旬から模擬面接を開始します。
AO エントリー通過者に対して個別に日程設定し実施
エントリー（書類審査）結果判明が 9/29（火）→本試験日が 10/25（日）ですので、総合型選抜（旧 AO) 対策講座も「試
験日に合わせて 10/3（土）〜 10/24（土）で設定」します。
【通塾しての模擬面接実施の場合】
●基本的に日曜日・土曜日を中心に設定し、状況により平日の夜にも設定します。
具体的には、10/3（土）
・10/4（日）
・10/10（土）
・10/11（日）
・10/17（土）
・10/18（日）は予定しておいてください。
日芸による日程変更で対策できる期間（週数）が大幅に減ったのに日程空けていただけない場合は塾としては何もしてあげ
られなくなります。
●関東地方以外の方が通塾受講の対象者にいる場合は、その遠方の方を優先して日曜実施にいたします。
●関東圏内の方は、圏内で遠方順に日程調整をおこないます。
●東京の中でも都心部に居住の方は基本的に平日の夜か土曜に実施させていただくことになります。
【オンラインでの模擬面接実施の場合】
通塾しての模擬面接が設定されていない日時で設定することになります。オンライン模擬面接は基本的に平日の夜で設定に
なります（日曜や土曜は通塾しての模擬面接を受ける方への対応でとてもオンライン模擬面接の対応までは無理なので）。
●オンラインの方でも試験前日東京前乗り（前日泊）でしょうから１度は直接の模擬面接は実施した方が絶対良いです。
3,000 円（税別）
＊完全外部の方が模擬面接だけを受講することは出来ません。
＊受講可能なのは前期受講者・講習受講者・AO 対策講座受講者・後期受講者のいずれかの方のみです。
＊ 3,000 円は模擬面接１回毎ではなく「対策入試毎」になります。
＊「対策入試毎」とは AO 入試 / 校友子女・付属推薦・一般推薦 / 一般入試 1 期・2 期で分けます。
エントリーシートのコピーを提出してていただきます。それを提出していただけないと模擬面接で質問のしようがありませ
ん（聞かれる元となる資料がないのでは模擬面接のしようがありません）ので日芸への発送前に控えとしてコピーを取って
おいてください。
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2020 日芸対策

夏期講習＆総合型選抜（AO）対策講座

カレンダー

日曜

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

7/26（日）

7/27（月）

7/28（火）

7/29（水）

7/30（木）

7/31（金）

8/1（土）
夏期エントリー対策

16時00分〜18時00分

8/1・2・8・9受講版
〈通塾型〉①回目
夏期エントリー対策

19時00分〜21時00分

8/1・2・8・9受講版
〈オンライン型〉①回目

8/2（日）

16時00分〜18時00分

19時00分〜21時00分

8/3（月）

8/4（火）

8/5（水）

8/6（木）

8/7（金）

8/8（土）

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

8/1・2・8・9受講版

8/1・2・8・9受講版

〈通塾型〉②回目

〈通塾型〉③回目

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

8/1・2・8・9受講版

8/1・2・8・9受講版

〈オンライン型〉②回目

〈オンライン型〉③回目

8/9（日）

8/10（月）

8/11（火）

8/12（水）

8/13（木）

8/14（金）

8/15（土）

夏期 日芸英語（文法強化） 夏期 日芸英語（文法強化） 夏期 日芸英語（文法強化）
9時00分〜10時30分

8/10・11・12 ①回目

8/10・11・12 ②回目

〈通塾＆オンライン同時〉 〈通塾＆オンライン同時〉

8/10・11・12 ③回目
〈通塾＆オンライン同時〉

夏期 日芸国語（古文強化） 夏期 日芸国語（古文強化） 夏期 日芸国語（古文強化）
10時45分〜12時15分

8/10・11・12 ①回目

8/10・11・12 ②回目

〈通塾＆オンライン同時〉 〈通塾＆オンライン同時〉

8/10・11・12 ③回目
〈通塾＆オンライン同時〉

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

8/9・10・11・12受講版

8/9・10・11・12受講版

8/9・10・11・12受講版

8/9・10・11・12受講版

お盆特訓パート１

お盆特訓パート２

8/15・16受講版

〈通塾型午後部〉①回目

〈通塾型午後部〉②回目

〈通塾型午後部〉③回目

〈通塾型午後部〉④回目

【英文法語法】

【多義語イディオム】

〈通塾型〉①回目

13時00分〜15時00分

演劇演技対象 演技講座１

夏期日芸作文小論文

夏期日芸作文小論文

夏期日芸作文小論文

10時〜12時＋13時〜17時 10時〜12時＋13時〜17時

8/10・11・12受講版

8/10・11・12受講版

8/10・11・12受講版

〈通塾＆オンライン同時〉 〈通塾＆オンライン同時〉

〈通塾型〉①回目

〈通塾型〉②回目

〈通塾型〉③回目
映画演技対象 演技講座１

15時30分〜17時30分

8/15・16受講版
〈通塾型〉①回目
夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

8/9・10・11・12受講版

8/9・10・11・12受講版

8/9・10・11・12受講版

8/9・10・11・12受講版

〈通塾型夕方部〉①回目

〈通塾型夕方部〉②回目

〈通塾型夕方部〉③回目

〈通塾型夕方部〉④回目

16時00分〜18時00分
夏期エントリー対策
8/1・2・8・9受講版
〈通塾型〉④回目
夏期エントリー対策
19時00分〜21時00分

8/1・2・8・9受講版
〈オンライン型〉④回目

8/16（日）

10時00分〜12時00分

8/17（月）

8/18（火）

8/19（水）

8/20（木）

8/21（金）

8/22（土）

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期日芸作文小論文

夏期日芸作文小論文

8/17・18・19・20受講版

8/17・18・19・20受講版

8/17・18・19・20受講版

8/17・18・19・20受講版

8/21・22・23受講版

8/21・22・23受講版

〈オンライン型〉①回目

〈オンライン型〉②回目

〈オンライン型〉③回目

〈オンライン型〉④回目

〈通塾型〉①回目

〈通塾型〉②回目

夏期 日芸国語（総合対策） 夏期 日芸国語（総合対策） 夏期 日芸国語（総合対策）
13時00分〜14時30分

8/17・18・19 ①回目

8/17・18・19 ②回目

〈通塾＆オンライン同時〉 〈通塾＆オンライン同時〉

8/17・18・19 ③回目
〈通塾＆オンライン同時〉

演劇演技対象 演技講座１
13時00分〜15時00分

演劇演技対象 演技講座２

8/15・16受講版

8/22・23受講版

〈通塾型〉②回目

〈通塾型〉①回目
夏期 日芸英語（総合対策） 夏期 日芸英語（総合対策） 夏期 日芸英語（総合対策）

14時45分〜16時15分

8/17・18・19 ①回目

8/17・18・19 ②回目

〈通塾＆オンライン同時〉 〈通塾＆オンライン同時〉

8/17・18・19 ③回目
〈通塾＆オンライン同時〉

映画演技対象 演技講座１
15時30分〜17時30分

19時30分〜21時30分

映画演技対象 演技講座２

8/15・16受講版

8/22・23受講版

〈通塾型〉②回目

〈通塾型〉①回目
夏期日芸作文小論文

夏期日芸作文小論文

8/21・22・23受講版

8/21・22・23受講版

〈オンライン型〉①回目

〈オンライン型〉②回目

日曜

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜

8/23（日）

8/24（月）

8/25（火）

8/26（水）

8/27（木）

8/28（金）

8/29（土）

夏期日芸作文小論文
10時00分〜12時00分

8/21・22・23受講版
〈通塾型〉③回目
演劇演技対象 演技講座２

13時00分〜15時00分

8/22・23受講版
〈通塾型〉②回目
映画演技対象 演技講座２

15時30分〜17時30分

8/22・23受講版
〈通塾型〉②回目

16時00分〜18時00分

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

8/24・25・26・27受講版

8/24・25・26・27受講版

8/24・25・26・27受講版

8/24・25・26・27受講版

〈通塾型〉①回目

〈通塾型〉②回目

〈通塾型〉③回目

〈通塾型〉④回目

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

夏期エントリー対策

8/24・25・26・27受講版

8/24・25・26・27受講版

8/24・25・26・27受講版

8/24・25・26・27受講版

〈オンライン型〉①回目

〈オンライン型〉②回目

〈オンライン型〉③回目

〈オンライン型〉④回目

8/30（日）

8/31（月）

9/1（火）

9/2（水）

9/3（木）

9/4（金）

9/5（土）

9/6（日）

9/7（月）

9/8（火）

9/9（水）

9/10（木）

9/11（金）

9/12（土）

9/13（日）

9/14（月）

9/15（火）

9/16（水）

9/17（木）

9/18（金）

9/19（土）

19時00分〜21時00分

夏期日芸作文小論文
19時30分〜21時30分

8/21・22・23受講版
〈オンライン型〉③回目

9/15〜9/17エントリーシート必着期間（簡易書留・締切日必着）

9/20（日）

9/21（月）

9/27（日）

9/28（月）

9/22（火）

9/23（水）

9/24（木）

9/25（金）

9/26（土）

9/29（火）

9/30（水）

10/1（木）

10/2（金）

10/3（土）

エントリー結果通知

【エントリー（書類審査）結果判明後のAO試験対策講座】
日芸総合型選抜の書類選考結果判明が9/29と大幅に遅くなったことによりAO試験日10/25までの試験対策できる期間（週数）が５週→３週へと大幅に少なくなったので注意ください。

【予定してほしい日程】
エントリー（書類審査）結果判明が9/29（火）→本試験日が10/25（日）ですので、総合型選抜（旧AO)対策講座も試験日に合わせて10/3（土）〜10/24（土）で設定します。 基本的に日曜日・
土曜日を中心に設定し、状況により平日の夜にも設定します。
具体的には、10/3（土）・10/4（日）・10/10（土）・10/11（日）・10/17（土）・10/18（日）は絶対に予定しておいてください。上記に予定を入れられてしまうと、もう塾としては何もして
あげられません。
●基本的に日曜日・土曜日を中心に設定し、状況により（対象者数により）平日の夜にも対策講座を設定します。

【AO試験対策講座】
【後期/AO】日芸総合型選抜（AO） 当日課題＆事前送付課題対策講座
映画学科の事前提出レポート課題対策／映画学科のコース共通当日小論文対策／映画学科のコース別当日課題対策／文芸学科の当日課題（小論文・作文）対策／放送学科の当日課題（小論文・作
文）対策／演劇学科のコース共通の当日課題（作文）対策／写真学科の当日持参課題（小論文）対策
【後期/AO】放送学科AO試験 適性をみる試験対策
【後期/AO】写真学科AO試験対策
【後期/AO】映画演技コースAOエントリー通過者限定 演技実技講座
【後期/AO】演劇演技コースAOエントリー通過者限定 演技実技講座
【後期/AO】演劇舞台構想コース・舞台美術コースAOグループディスカッション対策講座
【後期/AO】日芸AO試験面接試験対策（模擬面接）

10/4（日）

10/5（月）

10/6（火）

10/7（水）

10/8（木）

10/9（金）

10/10（土）

10/11（日）

10/12（月）

10/13（火）

10/14（水）

10/15（木）

10/16（金）

10/17（土）

10/18（日）

10/19（月）

10/20（火）

10/21（水）

10/22（木）

10/23（金）

10/24（土）

10/25（日）
総合型選抜試験日

