
2021年度入学者選抜解説



ポートフォリオ・書類審査

実技試験 面接



• 特別選抜A 総合型選抜では、プロフェショ
ナルな演劇人を 育成するという演劇舞踊デザ
イン学科の教育方針に賛同し、新 しい舞台芸
術を創造する意欲と個性にあふれた人を求め
ます。 「劇場美術デザインコース」では、コ
ミュニケーション能力に優 れたリーダーシッ
プを発揮できる人を求めます。独自の美術表
現や活動によって生み出された作品の提示と
ともに、自分の言 葉でデザインコンセプトを
伝えられるかが重要です。



• 事前に提 出してもらう「ポートフォリオ」
「書類」の内容は、時間をかけ て審査しま
す。「面接」では、提出「作品」「ポート
フォリオ」 のデザインコンセプトの説明も
してもらいます。また実技試験 「鉛筆デッ
サン」では、デッサン力・創造力・個性に秀
でた人を 評価します。ユニークな発想や表
現力をもっている人のチャレンジを待ってい
ます。



• 事前に提出された、ポートフォリオ 書類を
時間をかけて審査します
• 実技試験 鉛筆デッサン ３時間
• 作品面接 提出した「作品」のデザインコン

セプトを解説していただきます 自己表現力
をアピールしてください
• 面接では、入学志望理由や高校時代の活動な
どの説明や自己アピールをしていただきます



• 鉛筆デッサンの力量（期待値・成長も考慮）
• 作品面接では、作品作りにどのように取り組
み、発想したのかが重要

• 面接では、美術や造形表現的な作品だけでな
く、クラブ活動や趣味など広範囲にわたり自
分の得意とする分野や特色・個性など自己ア
ピールを伝えてください

• 将来目指す方向性や情熱を伝えてください
• 実技・面接・作品面接・書類審査を複数の
採点者が総合的に判断して合否を決定



• 基礎技能を有するか
• 自己アピールできる魅力ある内容であるか
• 情熱的に作品に取り組んでいるか
• 自分の世界観を持っているか
• ポートフォリオは、美術や造形作品だけでは
ありません 自分の得意なこと、自己表現し
たいこと、何でも構いません まとめ方も、
ファイルにまとめるだけでなくて構いません
自由に表現してください



• 基本的な表現力が身についているか
• 学科の特色を理解しているか
• 協調性があるか
• 授業への熱意と適応力があるか

• 基礎技能を有するか
• 自己アピールできる魅力ある内容であるか
• 情熱的に作品に取り組んでいるか



• 問題
• 与えられたモチーフが、空間構成された情景を
想定して、鉛筆デッサンしなさい。

• 条件
• B3ボード全面を画面とし、横位置で使用する。
• モチーフは、光と空間を意識した構成とする。
• モチーフの数を増やすことができる。
• 背景は描かなくても良い。







• ノートを立てた構成により、奥行き
が表現されています。それと共に、
ノートの白い書面と背表紙の濃い色
合いを利用して陰影の表現をしてい
る構成もいいですね。光源からの影
もうまく利用しています。画面右手
に描かれている空間も、広がりと画
面を単調にしない構図で効果的です。





• スタンドを画面の中央に置き、そこ
を起点とした陰影により奥行と空間
の広がりを感じさせるデッサンです。
奥に描かれた手帳から出ている紙片
に書かれているのは推薦入試の試験
日でしょうか。カップからの湯気も
描き、物語性を感じる回答が評価を
受けました。



・理解力＝問題の把握・理解が適切か
・表現力＝光の意識、素材の表現、空間把握が
できているか
・描写力＝基本的な表現技術と丁寧な描写力が
あるか
・創造性＝独自の創造性が感じられるか
・感 性＝魅力ある表現ができているか

以上の要件を総合的に見て、複数の評価で採点



テーブルランプ 手帳 革筆箱 マグカップ
特別選抜A 総合型選抜試験の鉛筆デッサンは、
基礎的なデッサンの力量を将来の期待値・成
長も考慮して評価します。デッサン力よりも、
構成力の評価ポイントが高くなっています。
2020年の優秀作品は、とてもまじめに取り組
んだデッサンでした。もっと大胆な構成、夢
のある表現をしてもかまいません。提示され
たモチーフが描かれていれば、その表現方法
は自由です。採点者を感動させるような、創
造性豊かなチャレンジを期待します。



実技試験 面接
鉛筆デッサン
小論文
作品面接



• 問題
• 与えられたモチーフが、空間構成された情景
を想定して、鉛筆デッサンしなさい。

• 条件
• B3ボード全面を画面とし、横位置で使用する。
• モチーフは、光と空間を意識した構成とする。
• モチーフの数を増やすことができる。
• 背景は描かなくても良い。







• 奥に光源を置き、空間も陰影も手
前に広がってくる構図が評価されま
した。薔薇の花そのものは描かず
に、花弁だけで表現しているのは
面白い発想ですね。しかし、モ
チーフの素材の描き分けが足りま
せん。構図や表現の多様さはあり
ますが、デッサン力に乏しい回答
が多かったので、磨きをかけて下
さい。



• 星形オブジェ ガラス製花瓶 薔薇（造花） 靴下
オブジェ

• 単に置かれたモチーフを観察し正確にデッサン
するだけではありません。基礎的なデッサン力
と共に、自由な発想や構図で、独創性や構成力
を見ることがねらいです。情景を想定するとい
うことは、モチーフから物語を創造してドラマ
チックな世界観を創出することも出来ます。今
回は、クリスマスを連想させるモチーフが出題
されています。そこから発想した表現を期待し
ていました。近年、大胆な構図や独自の発想が
増加しています。しかし素材感を表現できてい
ないもの、雑な描き方の回答は評価が低くなり
ます。光の捉え方（陰影の表現）は重要なポイ
ントとなります。



理解力 = 問題の把握・理解が適切か
表現力 = 光の意識、素材の表現、空間把握が出
来ているか
描写力 = 基本的な表現技術と丁寧な描写力があ
るか
独創性 = 独自の創造性が感じられるか
感性 = 魅力ある表現が出来ているか
以上の要件を総合的に見て、複数の評価で採点



• 日本語会話能力（外国人受験生）
• 学科の特色を理解しているか
• 協調性があるか
• 授業への熱意と適応力があるか
• 作品の説明が的確であるか また魅力ある作品で
あるか
●３年次編入学追加ポイント
• 編入学志望理由と目的が明確か
• ３年次相当の実技力と専門能力を有するか
• ゼミ授業への希望が明確か
• ３年次編入学の作品面接では、基礎スキルや専門
能力のほか、熱意も判断基準となります



• 面接試験では持参した作品の説明に重点をおいて
います。作品は、デッサンや色彩構成などのベー
シックなものから、個人作品として制作したもの
まで幅広いラインナップが望ましいです。

• 作品解説において、明快なコンセプトとそれを実
現するための表現を的確に説明出来ているかを評
価の基準としています。また、決められた時間内
に説明ができるかも重要な要素です。

• 説明や質疑応答時に、日本語でスムーズに会話が
出来るか、意思疎通が可能な語学力を有している
かも判断します。この学科への志望動機や目指し
たい方向性が明確かなども重要です。



実技試験



• 問題
• 与えられたモチーフが、空間構成された情景を想
定して、鉛筆デッサンしなさい。

• 条件
• B3ボード全面を画面とし、横位置で使用する。
• モチーフは、光と空間を意識した構成とする。
• モチーフの数を増やすことができる。
• 背景は描かなくても良い。







• 画面を大きく２分割する構図が潔
く、大きな加点となりました。集積
材を割る回答が多くあった中、刷毛
や塗装バケツまで破壊している構成
が大胆で良かったです。ただ、金槌
の歪み（芯が通っていない）と塗装
バケツの奥行きが描ききれていない
ことがマイナス点です。





• 不安定構図の中、中央に鮮明に描
かれた絵具刷毛のロゴが画面全体
を引き締める効果があり、個性を
感じる回答でした。集積材や塗装
バケツの素材の描き分けができて
いればさらに高い評価となります。





• 空間の連続性と陰影の連続性を組
み合わせた構図がインパクトがあ
りました。手前に伸びる影で単調
さがなくなり、画面奥の白い部分
が無限の奥行きを感じさせる回答
でした。





• モチーフの集積材を組み立て、
ローアングルからの構図が新鮮で
した。中央の空間をV字型に明る
く空け、水平ラインと斜めライン
の構成もシンプルながらも洗練さ
れていて高い評価でした。モチー
フにはない、釘を描いているのも
効果的です。





• 集積材を割る構成の回答が多かっ
た中、板を奥から手前に並べ空間
を創り、手前で大きく事象を描く。
そんなドラマチックな回答が評価
を受けました。四方に飛び散る破
片などが描かれていれば、さらに
ドラマチックになり躍動感が出た
でしょう。





• 決してデッサンが上手な回答では
ありません。が、採点者の心を動
かす大胆さが評価を得ました。画
面全体に大きく構成され、刷毛か
ら飛び散る絵具が躍動感を与えて
います。ひしゃげた塗装バケツも
面白いです。



• 質感の異なるモチーフを、空間構成を行い、情
景を想定してデッサンする。この問題は、単に
置かれたモチーフを観察し、正確にデッサンす
るのではありません。自由な構成や構図で独創
性と構成力を見ることがねらいです。情景を想
定するということは、実空間の形を捉えるだけ
でなく、ドラマチックな設定を思い浮かべ、心
の中の情景を描くことも可能です。塗装バケツ、
刷毛、金槌、集積材をモチーフとして出題しま
した。その素材が、描き分けられるか、正確に
形がとれているか、魅力ある個性的な創造力と
正確な描写力のバランスとれているかが重要で
す。



• 当学科の出題傾向を過去の参考作品から研究
し、大胆な構成・構図で描く創造的なデッサ
ンが増えてきました。今年度は、出題者のね
らいを理解した回答が多く見受けられまし
た。しかし、モチーフから造形物を想像して具
現化したり、塗装の状況を創りあげて表現し
た回答が少なく残念でした。また、大胆なだ
けでデッサン力の伴わない回答も多くありま
した。過去作品の表現手法をまねるのではな
く、出題者の意図を読みとり、創造力で挑戦
し採点者を感心させ感動させる回答を期待し
ます。



理解力 = 問題の把握・理解が適切か
表現力 = 光の意識、素材の表現、空間把握が
出来ているか
描写力 = 基本的な表現技術と丁寧な描写力が
あるか
独創性 = 独自の創造性が感じられるか
感性 = 魅力ある表現が出来ているか
以上の要件を総合的に見て、複数の評価で採点



• 問題
西脇順三郎 「雨」
※問題文は、入試ガイド参照

• この文章からイメージした情景を、色
彩構成で表現しなさい。
• ボードの中央に、縦300mm 横
400mmの長方形を描きその中に色彩
構成しなさい。
• 光を感じる色彩構成とする。





• 淡い色合いながら、色彩がとても
美しいです。出題された詩の雰囲
気を最も的確に表現していた叙情
的回答でした。柔らかな風を感じ
る女神を流れるように対角線上に
置き、光の中から飛び出てくるか
のような躍動感と立体感の表現が
好評でした。





• 出題は、ローマの情景を詠んだ西洋的
な詩です。そこから、日本の鳥居が水
面に映った神秘的アイデアを表現した
ことが高い評価を受けました。表現は
文章そのままではなく、そこから感じ
取った情景でも構いません。雨の表現
を、水面の水紋で表していることもい
いですね。





• 奥から手前に伸びる光芒のようなス
トライプが大胆です。そこに浮かび
あがる羽が、とても軽く、浮遊して
いるような印象を与えています。派
手ではないですが、センスを感じる
回答です。ストライプの黒が濃紺な
どの色味だと更に良かったです。色
彩構成は、できるだけ黒を使用しな
いようにしましょう。





• 雨上がりの夕景が美しく表現さ
れています。葉っぱから滴り落ち
る水滴の光が爽やかさを醸し出
しています。この水滴が描かれて
いなければ、単調な作品になっ
たでしょう。葉っぱに入れられ
たグリーンが効いていますね。





• 柔らかな曲線と色合いが、優しさ
を感じさせる回答です。風の流れ
のようにも、水の流れのようにも
感じさせる浮遊感は気持ちが良い
です。色彩の使用は少ないながら
もブルーのグラデーションにより、
まとまりのある豊かな色彩感が優
れています。





• 画面全体をブルーの同系色で構成
しています。その中に、黄色の羽
が効果的に浮かび上がっています。
ぽっかり空いた空間からは、雨粒
を見ることができます。手前の静
かな場所に、雨音が聞こえてくる
ような、ひっそりとした静寂感あ
る回答です。





• 採点者の中でも、評価の別れる回答で
した。しかし、思い切った大胆な表現
は何故か感情を揺さぶり、見直してみ
ると目が離せなくなる不思議な作品で
す。イラスト的な回答は評価を低くし
ていますが、この作品は面を意識した
色彩構成でもあるので個性を尊重しま
した。





• 水溜りに浮かぶ鳥の羽が、夕陽の
紅に映えています。水面に、風に
より少し揺 らいで映っている風景
と、反射光による細波の表現がい
いです。水溜りという 限られた構
図ですが、空間の広がりを意識さ
せ効果的ですね。



• 劇場美術デザインとは、「文字：脚本・戯
曲」や「言葉：演出・監督」から情景を紡ぎ
だしていくことです。

• 高い評価は、個性的な表現の豊かさ、光と影
が美しく調和しているか、人を感動させられ
るか、が大きなポイントとなります。オリジ
ナリティが求められます。

• 仕上げの丁寧さ、色彩のバランスも重要なポ
イントです。

• 出題意図の回答とは思えない、事前準備して
きたような回答は評価が低くなります。



理解力 = 問題の把握・理解が適切か
構成力 = 色・かたち・光の表現が調和しているか
伝達力 = 自分のテーマが伝えられているか
感性 = 言葉をイメージに展開する力があるか
個性 = 柔軟な発想や個性が感じられるか
以上の要件を総合的に見て、複数の評価で採点



• 「雨」西脇順三郎作から、詩の出題です。こ
の詩を読んで、情景を創造し、美しい光を感
じる色彩構成をデザインする問題です。劇場
美術デザインは、「文字」や「ことば」から
情景を紡ぎ出していくことです。抒情的な風
景が浮かんでくるこの詩は、イメージが掴み
やすかったでしょう。今までは、戯曲からの
出題が占めましたが、幅広く文学に触れ、本
を読む力、行間を意識して読むことが必要で
す。書かれている情景を、そのまま表現して
いる回答よりも高評価な回答は、創造力を発
揮した、個性的な色彩の豊かさ、光と影が美
しく調和している、そして人を感動させられ
る表現があるものです。



• 発想力も重要ですが、仕上げの丁寧さ、色
彩のバランスも重要な採点ポイントです。
回答に黒を多用することは避けてください。
白色も、回答用紙の白を使用しないで、必
ず着彩してください。塗り残しとして判断
されます。また、色彩構成ではなく、イラ
ストや漫画のような回答は入試での表現と
しては低い評価となります。今年度も、今
までに掲載された参考作品と似たデザイン、
そして明らかに出題内容からの回答ではない
事前に準備してきたような回答もありました。
そのような回答は低い評価となりました。オ
リジナリティを求めます。



• 実技試験なしの単独方式 を実施
• IT・AI時代に適応するデザイナーを目指す
幅広い感性を持つ学生を募集・育成する

• 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」必須
• 「物理」「化学」「生物」「地学」から１科目選択
• 「国語」：「外国語」（英語・ドイツ語・フランス
語・中国語・韓国語）から１教科・１科目選択

• ※注意：詳しくは募集要項を参照

共通テスト



■事前資料審査：ポートフォリオ事前提出
• 事前審査
■面接・作品・ポートフォリオ面接
• 提出作品３点以上（形式は自由）および
ポートフォリオ（映像作品提示の場合は
再生機材は持参すること）

• 研究テーマが明確か！が重要
• 事前審査と面接を総合的に判断して合否
を決定



美術研究科博士前期課程演劇舞踊専攻は、世界的な俳優、ダ
ンサー、演出家、劇作家、舞台美術デザイナー、舞台照明デ
ザイナー、舞台衣裳デザイナーとなるべき人材を養成するこ
とをその使命とします。

演劇舞踊専攻では、「演劇舞踊」「劇場美術デザイン」の２
つの研究領域を設けています。「演劇舞踊」では演技、演出
、劇作、舞踊、コレオグラフィ、演劇史、演劇理論について
、「劇場美術デザイン」では、舞台美術、照明、衣裳デザイ
ン及びそれらの理論について研究します。

演劇舞踊専攻は、演劇、舞踊、劇場美術デザインといったパ
フォーミング・アーツの分野において、新しい表現方法を創
造し、その成果を修士作品・修士論文等とし、広く社会に向
けて発信することができた学生に、修士（芸術）の学位を授
与します。



■演劇舞踊
• 既成の価値観に捕われず新しい表現方法を模索し、社
会に還元できる人材の育成を目指しています。「演劇
舞踊研究」のゼミナールの場で質疑応答を行い多角的
な視点を培いながら、「研究指導」で個別的な助言指
導により自己の課題を掘り下げて作品とその研究論文
を完成させます。

■劇場美術デザイン
• これからの舞台美術・映像美術を牽引する独創的なデ
ザイナー及び、研究者の育成を目指します。創造的か
つ批評的な視座で研究テーマを設定し、実作と論文に
取り組みます。グループディスカッション及び、個別
の助言指導を通じて、思考を発展させていきます。



美術研究科博士前期課程演劇舞踊専攻は、ディプロマ・ポ
リシー、カリキュラム・ポリシーに基づく教育を踏まえ、
パフォーミング・アーツについての洞察力、及び構築能力
を深く備えた人を積極的に受け入れたいと考えています。

入学試験は、研究領域ごとに作品、面接、小論文、提出書
類等を総合して選考します。専門的な表現力と技術力、発
想力の豊かさと独創性、人を感動させる感性があるか、積
極的・情熱的に作品に取り組んでいるか、研究内容と表現
方法が合致しているかを評価します。

演劇舞踊専攻では、パフォーミング・アーツを通じて新し
い表現を模索し、既成の概念を変革していくことができる
人材に期待しています。



• 作品3点以上（形式は自由）およびポー
トフォリオ（提出したもの）

• ※映像によるプレゼンテーションを行な
う場合は、再生機器を持 参してください。
モニターまたはプロジェクター投影でプ
レゼンテーションを 行なう場合は、持参
したPCに接続するHDMIアダプターは必
ず持参してください。

• ※モニター・プロジェクター・HDMI
ケーブルは大学で準備しています。



• 研究テーマが明確で独自性があるか
• 研究を追求する技術や知識を有するか
• 将来への展望と目的が明確か
• 研究への情熱と感性が感じられるか
• 専門的な表現力と技術力
• 発想力の豊かさと独創性
• 人を感動させる感性があるか
• 積極的・情熱的に作品に取り組んでいるか
• 研究内容と表現方法が合致しているか
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入試課

042-679-5602
nyushi@tamabi.ac.jp

今後の入試情報

多摩美術大学 入試サイト

https://www.tamabi.ac.jp/admission
/exam/alter.htm

mailto:042-679-5602%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AFnyushi@tamabi.ac.jp%EF%BC%89ni
mailto:nyushi@tamabi.ac.jp
https://www.tamabi.ac.jp/admission/exam/alter.htm



