
 

 

 

5 級取得コース 

スクーリング日程／対面 1 日間（9：30-18：30） 

／オンライン 2 日間（10：00-16：30・10：30-15：30） 

開講年 開講月 申込締切 スクーリング日程 スクーリング(会場) 

2023 年 

4 月期 3/16(木) 4/8(土) 対面(東京) 

5 月期 4/27(木) 5/26(金) 5/27(土) オンライン 

6 月期 5/18(木) 6/16(金) 6/17(土) オンライン 

7 月期 6/22(木) 7/14(金) 対面(東京) 

9 月期 8/3(木) 9/1(金) 9/2(土) オンライン 

10 月期 9/14(木) 10/7(土) 対面(京都) 

12 月期 11/22(木) 12/22(金) 12/23(土) オンライン 

2024 年 

1 月期 12/21(木) 1/13(土) 対面(東京) 

2 月期 1/18(木) 2/16(金) 2/17(土) オンライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 級取得コース 

スクーリング日程／対面 2 日間 (9：30-18：30) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

3 級取得コース 

スクーリング日程／対面 4 日間 (10：30-17：30・9：30-17：00) 

／オンライン 4 日間 (9：30-17：00) 

開講年 開講月 申込締切 スクーリング日程 スクーリング(会場) 

2023 年 6 月期 5/11(木) 

6/2(金) 対面(東京) 

6/3(土) 対面(東京) 

7/29(土) オンライン 

9/2(土) オンライン 

10/27(金) 
 

対面(東京) 
 

10/28(土) 対面(東京) 

12/16(土) オンライン 

1/27(土) オンライン 

 

開講年 開講月 申込締切 スクーリング日程 スクーリング(会場) 

2023 年 

8 月期 8/3(木) 8/26(土) 8/27(日) 対面(東京) 

11 月期 11/2(木) 11/25(土) 11/26(日) 対面(東京) 

2024 年 3 月期 2/22(木) 3/16(土) 3/17(日) 対面(東京) 

対面でのスクーリング受講にあたって 

● スクーリング出席のための交通費及び宿泊費は自己負担となります。 

また、宿泊先の手配もご自身でお願いいたします。 

 

● スクーリング会場 

［東京会場］ 芸術造形研究所 東京都千代田区神田駿河台 2-1 OCCビル 7 階 

 

［京都会場］ (専)YIC 京都工科自動車大学校 京都市下京区油小路通塩小路下る西油小路町 27 番地 

２０２３年度 ●臨床美術士養成講座取得コース 【通信】 スケジュール 

 
通 信 



  

臨床美術士 5級の位置づけ   

臨床美術の入門的内容を理解し、指定のアートプログラム

使用し、臨床美術を実施することができる。 

※課題図書「臨床美術～認知症医療と芸術のコラボレーション～」を 

お持ちの方は費用合計：218,810円(税込)となります。 

 

●4級取得コース終了後、日本臨床美術協会の認定試験があります。 

※ 資格維持のために日本臨床美術協会年会費が必要です 

※ 上記消費税率は 10％にて算出しております 

※ 価格は予告なく変更することがあります 

※ 各講座スケジュールは状況によって変更される場合があります 

(2023.4 改訂) 

受講料及び資格取得に係る費用合計   

      221,210 円（税込） 
 

■受講料  171,710 円（税込） 
授業料、添削指導料、教材費、課題図書、 

テキスト代、画材代(脳いきいき BOXセットを含む 

臨床美術士 4級の位置づけ 
 

 指定されたアートプログラムをもとに臨床美術を実践する
基礎知識を修得している。既存のアートプログラムを使用

し、臨床美術を実施することができる。 

４ 級 
取得コース 

プロへの第一歩を踏み出すための 

実践コースです。 

      資格認定試験料 49,500 円（税込）  

■資格取得・NPO 法人日本臨床美術協会にかかる費用 

 

 

3 級 
取得コース 

5 級 取得コース 

臨床美術の「入り口」を学ぶ 

基礎コースです。 

受講料及び資格取得に係る費用合計 

     132,020 円（税込） 
 

■受講料  97,020 円（税込） 
授業料、添削指導料、教材費、課題図書、 

テキスト代を含む 

       35,000 円（税込） 
（内訳）   入会金         2,000円（非課税） 

初年度年会費  11,000 円 

資格認定試験料 22,000 円 

■資格取得・NPO 法人日本臨床美術協会にかかる費用 

 

※課題図書「臨床美術～認知症治療としてのアートセラピー～」を 

お持ちの方は費用合計：129,620円(税込)となります。 

 

２０２３年度 ●臨床美術士養成講座取得コース 【通信】 受講料一覧 

 

深い理解と幅広い対応力を体得する

プロフェショナルコースです。 

受講料及び資格取得に係る費用合計   

      612,150 円（税込） 
 

■受講料  502,150 円（税込） 
   授業料、教材費、テキスト代を含む 

※3級取得コース、感性アートゼミ全コース、特別講座 3 講座全て 

受講完了後、修了考査を受講することが出来ます。 

   

●3級取得コース終了後、日本臨床美術協会の認定試験があります。 

  資格認定試験料 110,000 円（税込） 

     

説明会＆ワークショップ開催中！ 

（参加費無料） 

オンラインと対面で説明会＆ワークショップを開催しています。 

臨床美術の詳細や養成講座について講師がご説明するほか、 

実際に臨床美術を体験いただけます。 

5級 
受講前
に！ 

臨床美術士級の位置づけ 
 

  臨床美術の運営を理解し、幅広く活動することができる。 

臨床美術を深く理解することにより、多様な対象者や場面

で的確に臨床美術を実施する技量がある。 

芸術造形研究所 臨床美術士養成講座                                

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1 OCCビル 7F                           

TEL ● 03-5282-0210  メール ● tsushin@zoukei.co.jp (2023.4 改訂) 
 

●5級取得コース終了後、日本臨床美術協会の書類審査による 

認定試験があります。 

2023 年 6 月以降は東京校にて受付いたします。 

2023 年 5 月まではこちら 

芸術造形研究所 臨床美術士養成講座 通信係 

〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂 1-9-3  ShonanEminence 3 階 

TEL ● 050-6865-3702  メール ● tsushin@zoukei.co.jp 

注） 6 月から受講申込・お問合せ先が変わります！ 


	通信1.pdf
	通信2

