
Ａ　京芸等国公立・難関私立大受験コース　　　　   全２０コマ

Ｂ　京都工繊等国公立・中堅私立大受験コース 全１６コマ

Ｃ　基礎コース　　高校1年・2年・3年 全１２コマ/全１６コマ

2 (日) 9 (日) 15 (土) 16 (日) 17 (月) 18 (火) 20 (木) 21 (金) 22 (土）

9:30 ～ 13:00 1 2 5

13:45 ～ 17:15 3 10

18:00 ～ 21:30 4 6 7 8 9 11

23 (日) 24 (月) 25 (火) 27 (木) 28 (金) 29 (土) 30 (日) 31 (月)

9:30 ～ 13:00 12 19

13:45 ～ 17:15 17
18:00 ～ 21:30 13 14 15 16 18 20

　ＷＨＢ2020

2020年 WORK HOUSE造形教室

夏期特別 集中講座

夏休みは集中的に実力をつける時期です。

受講生の経験､能力に応じて個別に対応し、確実に実技レベルをアップを目指します。

特に高校3年生以上の方の難関大学希望者はAコースを受講して下さい。

●ＡＢＣからご希望のコースをお選びください。
回数に応じて受講日を決めて申し込んでください。 （＊１）（＊２）
京都芸大・大阪教育大等国公立コースは学科との両立が必要です。

●高１・２生 開講表の全２０コマの中から、選んで受講して下さい。
高２標準：12コマ ／ 高１標準8コマ (規定回数外も可能です。)

(＊1)：規定回数に満たない場合は、パッケージ割引がありませんので、以下の計算になります。

高３生・18日間の場合 45,000 ÷16 ×18 ＝ 50,625(税別)

高２生・14日間の場合 28,000 ÷12 ×14 ＝ 32,666(税別)

(＊2)：やむを得ず変更する場合は、定員に達していない限り可能ですが、

３営業日前までに申し出てください。なお、別途変更手数料550円(税込)を申し受けます。

実技指導の他に、 面接 ・ 小論文・美術系国語・ 持参作品の制作指導も行っています。
持参作品制作指導の場合は、別途費用必要です。

ワークハウス造形教室
〒560-0021 大阪府豊中市本町5-5-36

TEL ０６－６８５７－３０６６ FAX ０６－６８５７－３０６８

ホームページ http：//www.workhouse. gr. jp

2015年度以前の合格実績は、
教室掲示板･ホームページをご覧ください。

●受講料 高３以上 20コマ ： 55,000円 16コマ ： 45,000円 12コマ ： 35,000円
高２以下 16コマ ： 37,000円 12コマ ： 28,000円 8コマ ： 20,000円

※すべて税別料金となっています※上記以外の料金など、詳しくはお問い合わせください。

2019年度 京芸合格 再現作品

2018年度 京芸合格 参考作品

2018年度 合格実績
京都市立芸術大学 一般前期 美術 （向陽台卒）
大阪教育大学 一般前期 小中教育 （豊中）
京都工芸繊維大学 一般前期 デザイン建築 （茨木卒）

多摩美術大学 一般A 環境デザイン （刀根山）
京都精華大学 一般B ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ （桜塚）
京都精華大学 一般B ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ （向陽台卒）

京都精華大学 一般B 造形 （桜塚）
京都精華大学 一般B 造形 （桜塚）
京都精華大学 一般B 造形 （向陽台卒）

京都精華大学 公募推薦 造形 （千里青雲）
京都精華大学 公募推薦 ライフクリエイション （千里青雲）
京都精華大学 公募推薦 イラスト （梅花）

京都精華大学 AO入試 アニメーション （金光大阪）
大阪成蹊大学 AO入試 イラスト (西宮甲英)
大阪芸術大学 AO入試 工芸 （KTC中央）

2017年度 合格実績
京都市立芸術大学 一般前期 美術 （豊中）
大阪教育大学 一般前期 小中教育 （箕面）
京都精華大学 一般Ｂ 造形学科 （刀根山）

京都精華大学 公募推薦 ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ （豊中）
京都精華大学 公募推薦 ｲﾗｽﾄ （豊中）
京都精華大学 公募推薦 ｲﾗｽﾄ （向陽台）

京都精華大学 公募推薦 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ （向陽台）

2016年度 合格実績
京都市立芸術大学 一般前期 デザイン (豊中卒)
大阪教育大学 一般前期 芸美 (北野)
大阪教育大学 一般前期 中美 (大手前)
大阪教育大学 一般後期 中美 (豊島)
大阪教育大学 一般後期 小美 (池田卒)
大阪教育大学 一般後期 小美 （豊中卒）
東京造形大学 一般入試 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ （桜塚）
女子美術大学 一般入試 ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ （桜塚）
女子美術大学 一般入試 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ （桜塚）
京都精華大学 一般Ａ ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ （池田卒）

京都精華大学 一般Ａ ｲﾗｽﾄ （池田卒）

京都精華大学 一般Ａ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｴｲｼｮﾝ （豊中卒）

京都精華大学 一般Ａ 日本画 （藤井寺）

京都精華大学 一般Ａ 洋画 （藤井寺）

京都精華大学 一般Ａ 版画 （豊島）
京都精華大学 公募推薦 ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ （宝塚北卒）
京都精華大学 公募推薦 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸﾘｴｲｼｮﾝ （聖母被昇天）
京都精華大学 公募推薦 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ （桜塚）
京都精華大学 公募推薦 洋画 (宝塚北卒)
京都精華大学 公募推薦 立体造形 （聖母被昇天）

京都精華大学 ＡＯ ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ （豊島）

京都精華大学 他5名

2019年度 合格実績
京都市立芸術大学 一般前期 美術 （桜塚卒）
京都市立芸術大学 一般前期 工芸 （桜塚卒）
京都精華大学 一般B 造形学科 （桜塚卒）

京都精華大学 一般B 造形学科 （桜塚卒）
京都精華大学 一般B ライフクリエイション （桜塚卒）

2020年度 合格実績
大阪教育大学 前期 小中教育・美術 （豊中）
京都嵯峨美術大学 ＡＯ 造形 （大商大高）
京都精華大学 ＡＯ グラフィックデザイン （夕陽丘）

京都精華大学 ＡＯ キャラクターデザイン （夕陽丘）

黒字：教室でのレッスン 赤字：ライブ在宅レッスン ライブ在宅レッスンのコマでは録画在宅レッスンも可能です。
なお、新型コロナウィルス感染症の状況により、在宅レッスンが増える場合があります。

土曜日の在宅レッスンは16：45で制作終了、合評はその後に配信されますので、その間に休憩・教室へ移動してください。

会員用


