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東京藝術大学大学院映像研究科【研究生】 

２０１９年度 募集要項 
 
 
１．出願資格 

 出願できる者は、以下のいずれかに該当する者とする。 

 (a）大学（学部）を卒業した者（2019 年 3月卒業見込の者を含む。） 

 (b）本研究科において、前号に準ずる学力があると認めた者 

   ※出願資格(b)により出願を希望する者には、個別に出願資格の審査を行うため、「入試情報サ 

イト(http://admission.geidai.ac.jp/postgraduate/fnm/application)よりダウンロード 

した申請書及び本研究科が指定した書類等を、2018年 12 月 14日（金）までに本研究科教 

務係に提出すること。 

 
２．募集する領域・人員 

専攻 研究分野 領域 募集人員 

映画 映画表現技術 プロデュース  
 
 

若干名 

映画制作技術 撮影照明 
美術 
サウンドデザイン 
編集 

メディア映像 メディア映像 メディア映像 
アニメーション アニメーション アニメーション 

  ※志願者は１つの領域に限り出願できる。 

  ※映画専攻映画表現技術研究分野「監督領域」及び同「脚本領域」は募集しない。 
 
３．指導教員（2018 年度現在） 

専攻 研究分野 領域 指導教員 

映画 映画表現技術 プロデュース 桝井  省志  教授 

映画制作技術 撮影照明 田中 一成  教授 

美術 磯見 俊裕  教授 

サウンドデザイン 長嶌 寛幸  教授 

編集 筒井 武文  教授 

メディア映像 メディア映像 メディア映像 桂  英史  教授 

桐山  孝司  教授 

佐藤 雅彦  教授 

畠山 直哉  教授 

高山  明  准教授 

アニメーション アニメーション アニメーション 伊藤 有壱  教授 

岡本 美津子 教授 

布山 タルト 教授 

山村 浩二  教授 

牧 奈歩美  講師 
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４．研究期間 

１年（2019 年 4月～2020年 3月） 

 

５．出願手続 

 (a)願書受付期間（消印有効） 

   2019 年 2月 25日（月）～2019年 3月 4日（月） 

   ※郵送による出願のみとし、郵便局の消印が上記期間内のものに限り受け付ける。 

   ※消印が上記期間以外のもの、又は大学に直接持参したものは、一切受け付けない。 
 
 (b)検定料支払方法 

金額 9,800円 

   この要項に添付している「検定料振込依頼書」を使用して銀行振込により行うこと。 

振込受付期間：2019 年 2月 15日（金）～2019 年 3月 4日（月）  

振込方法は以下の通りとする。 
(1)取扱い金融機関 

都市銀行、信託銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、農林中金、商工中金、農協組合、 

   労働金庫等、ゆうちょ銀行（郵便局）等 

   ※金融公庫での払い込みはできない。 

   ※ゆうちょ銀行（郵便局）での振込はゆうちょ銀行の口座からのみ可能。詳しくは振込を依 

頼する店舗に問い合わせること。 

(2)振込手数料が必要 

    三井住友銀行本・支店で振り込む場合、手数料はかからない。 

(3)ＡＴＭ（現金自動預払機）での払い込み不可。金融機関窓口で支払うこと。 

(4)以下の場合に限り、所定の手続きにより振込済みの検定料を返還する。 

・出願したが受理されなかった場合 

・必要書類を提出しなかった場合 

・検定料を誤って二重に振込した場合 

  返還請求する場合は、本学指定様式「検定料返還請求願（研究生・科目等履修生用）」を「入試 

情報サイト（http://admissions.geidai.ac.jp/postgraduate/youshiki1/）」よりダウンロー 

ドし、必要事項を記入の上、「Ｃ票」を添付して下記送付先に郵送すること。 

送付先：〒110-8714 東京都台東区上野公園 12-8 東京藝術大学戦略企画課経理係 

※大学から志願者への返還金額は振込手数料を差し引いた額になる。 

※入学検定料支払時に発生した手数料は返還対象外である。 

  ※「検定料返還請求願」受領後、返還金の振込まで通常約 2～3ヶ月かかる。 

  ※「検定料返還請求願」の提出期限は 2019年 3月 31日（消印有効）とする。期限までに提出が 

ない場合、検定料は返還しない。 

 

※外国からの送金による検定料支払方法は以下のとおりとする。 

・検定料（9,800 円）＋自国で発生する送金手数料（送金時に確認すること）＋日本 

国内手数料（4,000円）を用意すること。（送金途中で経由する銀行がある場合、上 

記以外に経由銀行での手数料が生じる。） 
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・手数料はすべて依頼人負担として送金すること。依頼人負担の指定を行わない場合、 
手数料を差し引いた残額しか入金されないため、検定料不足となり出願を受理する 
ことができないので注意すること。 

・振り込み後、「外国送金依頼書（送金銀行の受領印又はサイン入り）」の写しを「入 

学試験検定料振込金受付証明書提出用紙」に貼付し、他の書類とともに提出すること。 
送金種類(Type of remittance) 電信送金(Telegraphic transfer) 

通貨(Currency) 日本円(Japanese Yen) 

支払方法(Method of payment) 通知払(Advice and pay) 

手数料（Charge） 依頼人負担（Borne by Payer）（check “OUR”） 

送金目的(Purpose of payment) 検定料(Screening fee)   

銀行名(Bank name) 三井住友銀行 

(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) 

支店名(Branch) 東京公務部(Tokyo Koumubu Branch) 

スウィフトコード(SWIFT CODE) SMBCJPJT 

銀行住所(Bank Address) 〒105-0003  

東京都港区西新橋 1-3-1 西新橋スクエア 18階 

Nishi-shimbashi square 18F, 1-3-1 Nishi-shimbashi, 

Minato-ku, Tokyo Japan 

℡. 03-3591-3201 

受取人口座番号(Account number) 普通預金 151793  (A/C 151793) 

受取人(Account name) 国立大学法人 東京芸術大学 検定料収納口 

(Tokyo University of the Arts) 

住所(Address) 〒110-8714 東京都台東区上野公園 12-8 

(12-8 Ueno-park, Taito-ku, Tokyo Japan ) 

連絡事項(Message to payee) ・志願者の氏名（Name of applicant) 

※送金人が志願者本人でない場合は，志願者の氏名 

・Research Student（Film and New Media） 

 
 (c)提出書類等 

  (1) 本学指定様式 

入学願書 
所定の事項を記入すること。氏名については、戸籍と同一文字

とすること。（写真貼付のこと。） 

入学試験検定料 

振込金受付証明書

提出用紙 

検定料 9,800 円を日本国内の金融機関で振り込んだ場合は、金

融機関の受領印が押された「入学試験検定料振込金受付証明書

（Ｃ票）」を貼り付けること。 

外国送金を行った場合は、「外国送金依頼書（送金銀行の受領

印又はサイン入り）」の写しを貼り付けること。 

 
  (2) 最終学歴の卒業（又は卒業見込）証明書又は修了（又は修了見込）証明書 

    ・出身大学長（学部長又は研究科長）が証明したもの 

    ※本学映像研究科（修士課程）の修了（見込）者は提出不要 
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  (3) 制作作品（写真・映像等）や研究論文の写し等、出願者の活動内容が分かる資料 

・映画専攻プロデュース領域の志願者は、映画脚本または映画企画書を提出してもよい。 

※本学映像研究科（修士課程）の修了（見込）者は提出不要 

    ※「映像作品」の提出方法は以下とする。 

【映画専攻志願者】 

・日本国内の家庭用 DVD プレイヤーで再生可能な DVD-Video形式（リージョン 

２又は、リージョンフリー）又は Blu-ray Disc（リージョンＡ又はリージョンフ 

リー）で提出すること。 

          ・ディスクには、油性ペンで氏名を記入すること。 

         【メディア映像専攻志願者】 

・日本国内の家庭用 DVDプレイヤーで再生可能な DVD-Video形式（リージョン２又 

はリージョンフリー）で提出すること。HD DVD、Blu-ray Discなどは不可。 

・ディスクには、油性ペンで氏名を記入すること。 

    【アニメーション専攻志願者】 

・QuickTimeムービー（H264）か MPEG4 ムービー（全体で 10分以内）を DVD-Rに保 

存して提出すること。HD DVD、Blu-ray Discなどは不可。 

 ・全てのムービーをディスク１枚に収めて提出すること。 

・ディスクには、油性ペンで氏名を記入すること。    

     

(4)合否結果郵送用封筒及び 82円切手 

    ・志願者の住所・氏名・郵便番号を書いた長型 3号（12cm×23.5cm）封筒１枚及び 82 

円切手１枚を提出すること。 

 

  ※提出書類共通注意事項 

   日本語以外で書かれた書類には、必ず日本語訳を添付すること。（公的機関が証明したも 

のでなくてもよい。） 

 

(d)願書送付先 

  ・〒231-0005 横浜市中区本町 4-44 東京藝術大学大学院映像研究科教務係 
  ・上記(c)提出書類等 (1)～(4)を封筒に入れ、願書受付期間内に「書留速達」で郵送するこ 

と。なお、封筒表面に「研究生願書在中」と明記すること。 

  ※いかなる理由があっても、願書受理後の書類の変更は認めない。また、検定料の払い戻 

   し、応募書類の返却はしない。 

 

６．選考方法  
提出された書類等により審査、判定する。 

 
７．合格発表 

  ・2019 年 3月 14 日（木）以降、合否の結果を郵送により通知する。 

・合格者には、入学手続きについても併せて通知する。 
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８．入学手続き 

 (a)手続期間 

  (1) 郵送による受付 

    2019年 3月 26日（火）必着 

  (2) 大学へ直接持参する場合 

     ・日程 2019年 3月 26日（火） 

     ・時間 10:00～12:00／14:00～17:00 

 (b)提出先 

大学院映像研究科教務係 
 (c)納入金 

  入学料：84,600円【予定額】 

   ※入学手続終了者が 2019 年 3月 29日までに入学辞退を申し出た場合でも、入学料は返 

    還しない。 

   ※入学料以外に学生教育研究災害傷害保険料の費用が必要となる。 

 
◆ 授業料 （前期分）213,840 円 

（後期分）213,840円 

（年  額）427,680円【予定額】  

 (1)入学手続時に提出された預金口座振替依頼書に基づき、口座振替による支払いとなる。 

 (2)年額を半期ごとに支払う。（5月下旬と 11月下旬）。 

 (3)在学中に授業料改定が行われた場合、改訂時から新授業料が適用される。 

 ※研究生には学費免除の制度はない。 

 
９．最終合格した外国人留学生への注意事項 

   外国人留学生は、自己の責任で、日本への入国資格及び査証申請を行うこと。また、外国人 

留学生が、日本国内において在留資格の変更を希望する場合は、３ヶ月以上滞在可能な入国 

資格をもって来日すること。 

 
10．映画専攻志願者への注意事項 

  映画専攻出願者に対して日本語等の能力の確認のため、面接を実施することがある。その際 

は、本研究科より連絡するので、入学願書に連絡のつくメールアドレスを必ず記入すること。 

 
11．その他 

 (a)研究生には、学生旅客運賃割引制度は適用されない。 

 (b)この研究生募集により本学が取得した個人情報は、入学者選抜及び合格者の入学手続きに関 

わる業務以外には一切利用しない。 

 
＜添付様式＞  

「入学願書」、 「検定料振込依頼書」、 「入学試験検定料振込金受付証明書提出用紙」 

 
                ◆研究生募集に関する連絡先 

           東京藝術大学大学院映像研究科教務係 

           〒231-0005 横浜市中区本町 4-44 

           TEL 050-5525-2675又は 045-650-6201 

                                 email: eizo.kyomu@ml.geidai.ac.jp 


	・全てのムービーをディスク１枚に収めて提出すること。

