Diploma Policy
ディプロマ・ポリシー

学位授与の方針

京都造形芸術大学学士課程は、豊かな想像力をもって新しいもの・ことを創り出す「創造力」と、自立したひとりの人間として他者を肯定しともに
生きていく「人間力」を備え、生涯を通して学び続け、社会を変革する新しい価値を発信し続ける人材を育成します。

Curriculum Policy
カリキュラム・ポリシー

教育課程編成・実施の方針

京都造形芸術大学通学部学士課程のカリキュラムは、ディプロマ・ポリシーに掲げる「創造力」「人間力」、それらを構成する7つの能力をバランスよく
身につけることができることを方針としています。
「創造力」は豊かな想像力をもって新しいもの・ことを創りだす力
・ 好奇心をもって世界を観察し、知を求め発見することができる「探求力」
・ ものごとの関係性を見つけ、経験や知識をもとに考えることができる「思考力」
・ 独自のイメージを発想し実現へ向けて計画することができる「発想・構想力」
・ イメージやコンセプト、プランをさまざまな方法でかたちにできる「表現力」
「人間力」は自立したひとりの人間として他者を肯定しともに生きていく力
・ みずから積極的、社会的に行動することができる「行動力」
・ 目標に向かって、あきらめることなく続けることができる「継続力」
・ 他者を知り協調し、よりよい関係を築くことができる「コミュニケーション力」
カリキュラムは、
「創造学習科目」
「専門教育科目」をその二本の柱としており、それらを構成する各科目の編成方針は次のとおりです。
「創造学習科目」には、
「 創造力」
「人間力」の基盤を形づくる「創造基礎科目」
、これからの学習に必要となる教養や基礎力を身につける「基礎教養科目」
「応用教養科目」
、自分自身のキャリアをイメージし、それを現実に変えていく力を獲得する「キャリア創出科目」が含まれます。
「専門教育科目」には、学生一人ひとりが目指す専門的な目標を達成するための「専門科目」
、学生のキャリアを資格面でサポートする「教職科目」
「学芸員科目」が含まれます。
また、カリキュラムの運営にあたり、上記７つの能力を、各科目の運営の指針とし、かつ評価指標とします。また、学生一人ひとりの習熟度、キャリア
プランに応じた履修指導・学習指導を行います。

Admission Policy
アドミッション・ポリシー

求める学生像および入学者選抜の基本方針

京都造形芸術大学芸術学部のディプロマポリシーおよびカリキュラムポリシーに掲げる「創造力」「人間力」、およびそれらを構成する「7つの能力」
を身につけようとする意欲と素養を持った人の入学を期待しています。そのため、入学までに以下の能力や態度を身につけた人を求めています。
・生涯を通じて学び続けるための基盤としての基礎的・基本的な知識・技能を習得した人
・知識・技能を活用して、答えが一つに定まらない課題を解決できる思考力・判断力・表現力を習得した人
・主体性を持って積極的、社会的に多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけた人
上記を身につけた多様な入学希望者を評価するために、表現技術の優劣だけにとらわれない、多角的な評価基準を備えた入学試験を実施します。

2019 年度各入学試験の入学者選抜方針
【夏期コミュニケーション入学・秋期コミュニケーション入学（体験授業型 AO 入試）】
1.
2.
3.
4.

授業に臨む姿勢に、授業を通して新しいことを学びとろうとする探究心が見られるか。
初めて取り組む課題であっても、積極的に挑戦しようとする行動力が見られるか。
出された課題に対して、様々な可能性を比較検討した上で自らの答えを導き出す思考力、発想・構想力が見られるか。
2 日間の授業を通して、教員のアドバイスや他の学生の考え方に耳を傾け、相互に理解しようとする努力が見られるか。

【公募制推薦入学試験・一般入学試験】
1. 高校までの基礎的な学習に実直に取り組んできた継続力が見られるか。
2.（鉛筆デッサン）芸術を学ぶ上で必要な基礎力としての「観察力・構成力・表現力」が身についているか。
3.（小論文）芸術を学ぶ上での基礎力としての「読解力・論理的思考力・文章表現力」が身についているか。
4.（国語・英語）高校までの基礎学力「基本的知識・文章読解力等」が正しく身についているか。

【面接型入学試験
（Ⅰ期・Ⅱ期）
】
1. 高校までの基礎的な学習に実直に取り組んできた継続力が見られるか。
2. 芸術に限らず、部活動、ボランティアなど情熱を持って打ち込んだものがあるか。
3. 本学で自分を成長させようとする意欲があるか。

【日本留学試験利用入学試験】
1. 高校までの基礎的な学習に実直に取り組んできた継続力が見られるか。
2. 芸術を学ぶ上での基礎力としての「基本的知識・文章読解力・論理的思考力」が各教科において身についているか。

2019 京都造形芸術大学

外国人留学生募集要項
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チャンスは全 8 回！

入 試日程カレンダー
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「誰でもどのコースでも」
すべて受験可能！

April

May

オープンキャンパス
一日体験入学

4月29日
（日・祝）
︱7月21日
（土）
・22日
（日）︱9月15日
（土）・16日
（日）
6月10日
（日）
︱7月8日
（日）

※夏期または、秋期コミュニケーション入学において、
「体験授業」
を受講された方は、公募制推薦・一般・日本留学試験利用入学試験の
「検定料が無料」となります（欠席者を除く）
。詳細は P05・P11 をご確認ください。

June

July

August

1

8 月4 日（土）・5 日（日）

夏期コミュニケーション入学［A日程］
（AO 入試）
●エントリー期間：8月1日
（水）必着

2

8 月6 日（月）・7 日（火）

夏期コミュニケーション入学
［B日程］
（AO 入試）
●エントリー期間：8月1日
（水）
必着

September

October

November

3

9 月29 日（土）・30 日（日）

秋期コミュニケーション入学
（AO 入試）
●エントリー期間：9月5日
（水）〜18日
（火）
必着

4

11 月 14 日（水）

5

11 月 15 日（木）

面接型入学試験［Ⅰ期］

公募制推薦入学試験

●出願期間：10月15日
（月）
〜11月1日
（木）
必着

●出願期間：10月15日
（月）〜11月1日
（木）
必着

December

2
0
1
9

January

February

March

02

6

1 月30 日（水）

7

1 月31 日（木）

面接型入学試験［Ⅱ期］

一般入学試験

●出願期間：1月7日
（月）
〜16日
（水）
必着

●出願期間：1月7日
（月）
〜16日
（水）
必着

8

6 月17 日（日）・11 月11 日（日）

日本留学試験利用入学試験
●出願期間：2019 年 2月6日
（水）
〜14日
（木）必着

コース 一 覧
アート・デザインの力で社会を動かす人材を育成
京都造形芸術大学では、13 学科 23 コースにおよぶ幅広い学習領域を設置。専門分野の教育だけを行うのではなく、学科を超えた
グループワークや実際の現場での仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成します。
学科

コース

学べる領域

定員

基礎美術

日本美術／表現技術／素材／工芸デザイン／書と禅文化／絵と文字／立花と自然／
和歌と大和絵／著作権と経済／地球環境と食

日本画

日本画／模写／戯画（マンガ）／材料・技法（テンペラ、フレスコ、デトランプ、水溶性絵具）／
混合テンペラ／合成樹脂画／和紙孔版画／モノタイプ（油絵具によるドローイング版画）／
運筆／墨表現／日本美術

油画

油彩／版画（エッチング、シルクスクリーン、多色木版）／テンペラ・フレスコ／アクリル画／
デッサン／ドローイング／デジタル表現

170

美術工芸
写真・映像

現代美術／写真（銀塩・デジタル）／サイエンスアート／コミュニティアート／
写真史・美術史

染織テキスタイル

染／織／ファッションテキスタイル／インテリアテキスタイル／着物／伝統表現／雑貨

総合造形

彫刻／陶芸／ミクストメディア表現／造形技術（型取り、旋盤、塗装、鋳造、木工、
フィギュア、フェルト、ガラス、版画、３Dプリンターなど）

マンガ

ストーリーマンガ

45

ストーリーマンガ／マンガディスプレイ／マンガ研究／マンガビジネス

キャラクターデザイン

キャラクターデザイン

90

イラストレーション／CGデザイン／アニメーション／ゲームデザイン／サウンド／
脚本・ストーリー／背景美術／企画プロデュース／立体造形
コミュニケーションデザイン／編集企画／企画デザイン／広告デザイン／デジタルメディア
デザイン／グラフィックデザイン／ブックデザイン／映像

ビジュアルコミュニケーションデザイン
情報デザイン

イラストレーション

180

IoT／テクノロジー／製品
（プロダクト）
デザイン／エンジニアリング／ビジネス
（経営・起業）
／
ソフトウェア／ネットワーク／マーケティング／プロモーション／社会実装

クロステックデザイン

プロダクトデザイン

プロダクトデザイン

45

空間デザイン
空間演出デザイン

産業デザイン（家電・自動車・住宅機器）／家具・インテリア用品のデザイン／文具・日用品
のデザイン／伝統工芸デザイン／UD・サステナブルデザイン／インターフェイスデザイン

ソーシャルデザイン／空間デザイン／展示デザイン／ディスプレイ／イベントデザイン

60
ファッションデザイン／ジュエリーデザイン／アクセサリーデザイン／アート雑貨デザイン／
ソーシャルデザイン

ファッションデザイン

環境デザイン

イラストレーション／絵本／アニメーション／グラフィックデザイン／ブックデザイン／映像

建築・インテリア・環境デザイン

55

脚本・監督・編集／プロデュース･配給宣伝／撮影・照明・録音／映画美術／映画批評・
研究

映画製作
映画

インテリアデザイン／家具デザイン／住宅デザイン／建築デザイン／ランドスケープデザイン／
庭園デザイン／まちづくりデザイン

80
俳優

映画演技／表現技法

演技・演出
舞台芸術

演技／演出／ダンス／脚本

60
舞台デザイン

舞台美術／照明／舞台音響

文芸表現

クリエイティブ・ライティング

40

小説・物語／出版編集

アートプロデュース

アートプロデュース

25

アートプロデュース／鑑賞教育／コミュニケーションデザイン／美術史・美学・芸術学・
美術批評／博物館学・アートプロジェクト論

こども芸術

こども芸術

30

造形表現／幼児教育・保育／あそびのデザイン／まなびのデザイン／アートとケア／
こども芸術

歴史遺産

文化財保存修復・歴史文化

30

京都の歴史と文化／歴史遺産の調査研究／日本の庭園文化／文化財の保存科学と復元制作／
和紙文化研究･東洋書画・古写真の保存修復／民俗資料の保存修復

募集定員合計

910名

※日本人も含めた全体の募集定員です。
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夏期コミュニケーション入学［A日程・B日程］
体験授業型 AO 入試
■夏期コミュニケーション入学［A日程］
実施日：2018 年 8 月 4 日
（土）・8 月 5 日
（日）
会 場：京都（本学）
■夏期コミュニケーション入学［B日程］
実施日：2018 年 8 月 6 日
（月）・8 月 7 日
（火）
会 場：京都（本学）
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エントリー ／ 実 施 の 流 れ
❶ エントリー 【無料】

8月1日㈬ ※必着

エントリーするコースを選ぶ

学科・コース選びに迷ったら

2コース併願の場合は、
志望順位を決め、
エントリー申込書に記入してください。
同一コースでA日程・B日程両方のエントリーはできません。A日程・B日程いずれか１コースのエントリーでも構いません。
ともに合格基準に達した場合は、両コースとも出願可となります。

2コース併願可能
※他学科との併願可能です。
※同一学科内別コースとの併願可能です。

エントリー方法

オープンキャンパス

P28の記入例を参考に、必要事項を記入し、写真を１枚貼付。

郵送

本学所定の封筒に申込書を同封し、簡易書留速達で郵送。

持参

本学所定の封筒に申込書を同封し、入学課窓口へ直接提出。

7/21
（土）
・22
（日）
の
オープンキャンパスで

エントリー予約できます。
※エントリー予約には必要な書類
（P24）
があります。
書類が整っている場合のみ、直接エントリーが
できます。
ご注意ください。

※窓口受付：月〜土 9:00〜17:00
（日・祝休）

A日程

❷ 体験授業

B日程

8月4日㈯・8月5日㈰
8月6日㈪・8月7日㈫

エントリー票は体験授業初日にお渡しします

2コース併願の場合は

※事前の郵送はありませんのでご注意ください。

出願可

9:30〜16:30
A日程

B日程

8月9日㈭ 通知投函

出願
不可

※出願手続に必要な書類は大学より送付します。
※入学の意思がない方は出願手続をしなくても、以降の入試に影響はありません。

２コースとも
「出願可」
であれば体験授業の印象などを

2コース併願の場合 考慮し、出願時に志望コースを決めてください。
【検定料】
35,000円

出願期間

8月11日㈯ 〜 8月22日㈬

一次審査合格通知が大学から届く

受験した方は、公募制推薦入学
試験、一般入学試験、
日本留学
試験利用入学試験の検定料が
｢無料」になります。
※欠席者を除く。

※必着

〈この手続から専願となります〉 出願書類を郵送または窓口へ提出してください。
❺ 一次審査合格発表

で

10:00に大学ホームページ上に
「出願可」者のエントリー番号一覧を公表します。

『出願可』通知を受け、入学の意思がある方は、
下記「出願手続」項目をご参照ください。

❹ 出願手続

9:20までに
教室に着席
してください

異なるコースの体験授業を受けます。

授業内容、持参物はP06〜P09をご参照ください。

❸ エントリー結果発表

9:30〜16:30

※出願手続後の辞退は受け付けられません。

8月24日㈮ 投函

出願手続を完了した方に、
「一次審査合格通知」
と入学手続書類を送付します。

❻ 京都造形
0年生プログラム
登学日

10月21日㈰

〈入学までの6ヶ月〉「京都造形0年生プログラム」の受講が必修

12月8日㈯

2019年2月9日㈯ 〜16日㈯

※いずれか1日。後日詳細を案内します。

※「京都造形0年生プログラム」内容はP16をご参照ください。
※取り組み状況が良くない場合、改善指導を行い、改善が見られない場合は入学許可を取り消す場合があります。

❼ 最終合格発表

最終合否結果通知が大学から届く

2019年1月10日 ㈭ 投函

提出書類、
日本留学試験「日本語」の成績内容または日本語能力試験の結果、
京都造形0年生プログラムの取り組み具合等を
総合的に判定し、
「合格通知書」
「入学手続書類」
を送付します。
※詳細はP33をご参照ください。

❽ 入学手続

手続締切日

2019年1月24日 ㈭

締切日までに入学手続金を納め、入学手続を済ませてください。
※詳細はP33〜P34をご参照ください。

05

体験授業の内容
美術工芸学科／基礎美術コース
体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

茶の湯は世界に通じる日本文化を代表する総合芸術です。千利休たちが創案した
「詫
びる」
という引き算の美学は、混沌とした現代に再び大きく注目される事となりました。そ
の茶の湯において武士の刀に例えられる
「茶杓」
を制作し、それを用いて学内にある裏
千家の茶室「颯々庵」
で茶会を催します。初心者でも全員作品を完成できますので安心
して参加してください。

能楽を室町時代に完成させた世阿弥は
「初心」
ということばをとても重要だと考えました。
誤解の多いこの言葉の解釈ですが、世阿弥は初心を最初のフレッシュな気持ちという意
味ではなく、常に古い自分を捨てて新しいチャレンジをする気持ちを
「初心」
だと述べてい
ます。悩むより頭をからっぽにして手を動かしてみましょう。

持参物

制作に適した動きやすい服装

美術工芸学科／日本画コース
体験授業内容
モノは姿形のみならず、硬い柔らかい、デコボコにツルツルといったさまざまな表情を持っ
ています。それを表現するなら、鉛筆の使い方だってさまざまでいい。とがった先で細い
線を引く。長く削り出した芯で塗る。削った形状の違いでも表現を変えることができるの
です。どの硬さ
（柔らかさ）
の鉛筆を、どう削って、どう使えば対象物を表すに相応しいか。
よく観て考えて工夫し、鉛筆の可能性を目いっぱい引き出して描いてみましょう。

持参物

鉛筆を極める
エントリーされる皆さんへ
絵は一人で描くものですが、この日は違います。教員が皆さんと一緒に、絵の完成を
めざします。その過程で、教員が皆さんの話を細やかに聞きながら進めていきます。
是非、皆さんの絵に関する疑問や悩みを遠慮なく話してください。この体験をすれば、
今までとは違う自分を発見できるでしょう。

デッサン用具一式（3H 〜 3B の鉛筆、カッターナイフ、練り消し等）

美術工芸学科／油画コース

「描くよろこび」 感じとる、から始めよう

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

画面よりもかなり大きなモチーフ
（描く対象物）が設置されており、それを数人で囲ん
で描画します。モチーフの切り取りから始まる
「構図の決定」
を手始めに、描画道具
や姿勢など順を追って進めていきます。これまでの制作経験の有無にかかわらず基
本からの授業です。指導を受けたことのある人でも、違う視点からの指摘を画面に
活かしていきます。最終日、その成果は見たこともない自作の仕上がりから感じ取れ
ることでしょう。

絵は一人で描くもの。とてつもなく孤独な仕事で、自分と対峙をします。しかし実際は
多くの仲間や先輩たちとともにある事を常に知らされます。作業自体は孤独の只中に
あっても、一人の自分を支えている多くの力に鼓舞される実感が「描くよろこび」に繋が
ります。今まで一人で、もしくは少人数で描いてきた体験から、この機会に同じ場を共
有する魅力を体験してみましょう。描くよろこびは本物になり、信じるに足る力となるで
しょう。

持参物

油彩の場合 ... 油彩用具一式（アクリル絵具も可）／水彩の場合 ... 水彩用具一式（アクリル絵具も可）
鉛筆デッサン、木炭デッサンの場合 ... 鉛筆、木炭、練り消し、食パン等、デッサン用具一式、カルトン
（大）、カルトンクリップ

美術工芸学科／写真・映像コース

光を使ってドローイングしよう

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

フォトグラフィー
（写真）
という言葉はもともと
「光のドローイング」
を意味します。絵を絵
筆で描くように、写真は
「光」
で描くのです。そこで、カメラを使わない写真技法「フォト
グラム」
を通して、写真の原点に迫ります。暗室における白黒プリント制作の基礎技
術も同時に学びながら、銀塩写真の楽しさを2日間みっちりと体験します。さらに世界
中から集められたさまざまな写真集に触れ、その豊かな世界を体感します。

デジタル写真の普及した今だからこそ、写真がどのように生み出されたのかを知ること
は、メカラウロコの体験になると思います。暗室での作業は慣れれば難しくないので、
この機会を逃さずチャレンジしてみてください。

持参物

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、内履き、タオル、エプロン
（現像液が衣服につくとシミになる場合があります。心配な方は汚れても良い服装で来てください）

美術工芸学科／染織テキスタイルコース
体験授業内容
2日間で染めも織りも体験してもらいます。染めは、ろうけつ染めという古代から伝わる
技法を学びます。ろうを使って防染し、模様を作り出します。織りは、西陣製の織機
を使って、１枚の布を織上げます。たて糸とよこ糸が交差してできる縞や格子という意
匠についても学びます。いずれも、染織の歴史や、素材、技法、材料、染料につ
いてのミニ講義も行います。入学後の授業がイメージできる授業内容です。

持参物

トコトン手作業・染めと織り
エントリーされる皆さんへ
染織テキスタイルは伝統から先端技術までを含む広い領域です。アーティストやデザイ
ナーだけでなく、実はごく普通の人たちにとっても染織は身近なものなのです。日常の
中にたくさんの「布」
があり、それはすべて染めたり織ったりされたものです。日常や社
会を豊かにしたい、そんな思いを持つ人は、ここで学びましょう。体験授業はその一
歩です。染織テキスタイルコースで学ぶことで日常が豊かになるはずです。

動きやすく汚れてもいい服装・靴、30cm 程の直線定規、カッターナイフ、替刃、エプロン、色鉛筆、筆記用具（2B 以上の濃いめの鉛筆等）、ぞうきん

美術工芸学科／総合造形コース

自分の顔を見てみよう

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

自分の顔はけっして離れられない関係です。その自分の顔をじっくりと観察してみましょ
う。鏡に映った顔、スマホで自撮りした顔。でもそのどちらも平面の顔であって本当の
顔ではありません。もっと実体として感じとれる造形に取り組んでみましょう。自らの手
で何度も何度もくり返し顔を触りながら写真では掴めないテクスチャーを掴み、粘土で
成型します。この造形の基本の体験が立体作品の楽しさにつながる筈です。

自分の顔をみることに恥ずかしがらずに挑戦してください。粘土の造形は付けたり、削っ
たりを繰りかえすことでだんだんと正しい形態に近づきます。造形することの楽しさや、
リアルにつくれることの充実感を味わってください。手で触り、手を使い、手で考える
ことに挑戦しましょう。

持参物
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茶杓制作

筆記用具、粘土造形にあった服装

マンガ学科／ストーリーマンガコース

プロットから始めるショートストーリー

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

マンガを描くための設計図といえるのが「プロット」
です。キャラクターを設定し、テーマ
や世界観を決め、大まかなストーリーを組み立てることからマンガ制作は始まります。自
分の頭の中のアイデアを書き出すことで、
「何を伝えたいのか」
「 盛り上がりはどこなの
か」
といった作品の大事なポイントを整理するのにも役立つ作業です。今回はマンガ家
である教員の指導のもと、オリジナルストーリーを考えて、その中のワンシーンをマンガ
かイラストのいずれかで表現します。

マンガを描くには絵の技術だけでなく、ストーリー作りも大切です。短いマンガの中に、
どのように起・承・転・結を生み出すかも評価に入ります。マンガ学科では、物事を
観察して表現することを重視しています。日常からさまざまなモノや空間、人との触れ
合いを意識して観察してください。そして、観察して発見した出来事を絵や言葉で表
現することを繰り返しおこなってください。あなたの描くストーリーに深みを与える肥やし
となるでしょう。

持参物

筆記用具
（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、定規、使い慣れた画材
（インク、マジック、サインペン、墨等 ※モノ
トーンであれば画材は自由
腕時計、カルトン持参可、国語辞典持参可
（通信機能のない電子辞書可）
【カメラ使用不可、携帯電話使用不可】

キャラクターデザイン学科／キャラクターデザインコース

※スクリーントーン不可）
、

キャラクターを描いてみよう①

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

提示されたモチーフからキャラクターを創造し、ストーリーや背景を感じさせるイラストを
作成します。物事の考察から、発想・構成・表現までの工程を学び、完成に至るま
での一連の内容から総合的に評価していきます。個人制作だけでなく、グループワー
クも行ないます。専門技術の習得とともに、社会で活躍する人材の育成をめざす本
学科では、コミュニケーションのスキルも磨きます。

キャラクター創りの基本とは、日ごろの観察力です。観察力は、常にさまざまなことに
疑問を持つことで養えます。実際に色々なモノをみて、触れて、感じた中から疑問を
持ち、考えるうちにモノの見方が変わって視野が広がります。すると多くの物事に対す
る興味が湧いてきます。興味が湧くと表現したくなります。表現したくなるとおのずと表
現力が上がります。外に出て色々と観察し、表現力を磨いていってください。

持参物

筆記用具

情報デザイン学科／ビジュアルコミュニケーションデザインコース

「つつむ」
とデザイン

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

自身のオリジナルロゴをデザインし、パッケージへと展開させます。
［1日目］デザイン制
作の基礎となる
「文字」
「 図形」
「 紙面空間」についての授業を受け、その後のアイデ
アづくりのために、グループでの意見交換や教員のアドバイスを受けながらロゴマーク
を制作。
［2 日目］1 日目で制作したオリジナル・ロゴを立体的にとらえ、パッケージデ
ザインに展開させます。基礎とアイデアの両方を学ぶことで、グラフィックデザインの
第一歩を体験し、グラフィックスが日常に彩りを与えてくれる世界を感じましょう。

可愛い、カッコイイ、きれいなショップバッグはついとっておきますよね。プリントされた
グラフィックが日常に彩りを与えてくれる。そしてそれ自体が広告にもなっている。人々
をワクワクさせながらも、伝えるべきことをきちんと伝える。デザインのなせるワザです。
2日間の体験授業だけでも十分に学習できますが、できれば参加するまでに、身のま
わりにあるいろいろなロゴマークやタイトルロゴを観察し、スケッチしてみましょう。描く
だけで、アイデアやイメージをつくり出す時の力になります。

持参物

筆記用具、定規（30cm 以上が望ましい）

情報デザイン学科／イラストレーションコース

インパクト&インフォメーション

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

イラストレーションのおもな機能は 3 つ。インパクト、インフォメーション、ストーリー。
イラストレーションはこれらさまざまな方法で、私たちと情報の間を見えるカタチで橋渡
しします。この授業ではイラストレーションの機能のうちインパクトとインフォメーションに
焦点を当て、観察や分析を通してその結果を新たな表現へと展開させます。完成した
時は機能のそれぞれが、必要なところに必要な表現で、大切な役割を担っていること
がわかるでしょう。

イラストレーションのことを深く知るとデザインとメディアを理解できるようになり、デザイ
ンとメディアが理解できると目の前の「情報」
がクリアに把握できます。それだけでなく、
イラストによって情報を自在に扱えるビジュアルリテラシーが身につくのです。高度なビ
ジュアルリテラシーこそがこれからの社会に求められるスキルであり、これを発揮できる
情報の翻訳家がいま社会では求められています。本コースはこうした人材の育成をめ
ざします。

持参物

筆記用具、使い慣れた画材（色鉛筆、色紙、クレヨン、クレパス、水彩絵具、アクリル絵具、筆、パレット、コピック、雑巾等）

情報デザイン学科／クロステックデザインコース

君のメルカリを考えよう

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

メルカリは、スマートフォンを使って簡単にフリーマーケットを楽しむアプリをつくりました。
実際のフリーマーケットは楽しいですが、遠かったり、忙しかったりして行けない人も多
くいます。メルカリは、行きたいときに行け買いたいときに買える場所をインターネットの
中につくりました。多くのお金がなくてもアイデアさえあれば、楽しめるモノやコトや場
所をつくることができます。あなたならではのメルカリを考えてみてください。

難しいことを思いつくことがアイデアではありません。日常生活や身の回りの人の観察
をしていると、ここをこうしたらいいのにな、こう見るといつもと違うな、といったことに
気づいてきます。観察と気づきと気配りがアイデアになります。日頃から身の回りの人
のことをよく見ていると思いますので、あなたの気づきをアイデアにして新しい楽しい生
活を考えてみましょう。

持参物

筆記用具、作業しやすい服装

プロダクトデザイン学科／プロダクトデザインコース

道具と使う人の関係性をデザインするワークショップ／その 1

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

プロのデザイナーの仕事や考え方を、実際に体験してみましょう ! まずは、道具と使う人
の関係性を考え、身近なものをデザインします。そして試作品を作り、実際にそれらを使っ
てみて改良していくことを体験します。また翌日は、自分の作品に対する考えや思いを他
者に伝わる文章にまとめることで論理的な思考方法を学びます。さまざまな将来に繋が
る本学科の 4 年間の学びを、コンパクトに2日間で知ることが出来ます。

デザインは、形の美しさだけではなく、使いやすさ便利さなどの機能、その道具を作る
際の手間の軽減などを考えなくてはなりません。
この学科は、そうした心づかいと創造性を結びつけて、新たなデザインを生み出します。
将来は、それらの力を企業のデザイン部署やデザイン事務所、商品企画、工房での
仕事に役立てることができます。
ものづくりによって自分の人生と、社会をより良くしていける
「なりたいプロ」
をめざしま
しょう！

持参物

（1）
スケッチ描画用画材：鉛筆（HB〜４B）、色鉛筆（12〜24 色）、消しゴム、太めのサインペン
（黒）、鉛筆けずり
（2）立体造形用道具：カッター、はさみ、コンパス、三角定規（30cm 程度のもの）、定規（30cm 程度のもの・カッターでの切断時にも使います）、スティック糊
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空間演出デザイン学科／空間デザインコース

わがまちミュージアム

体験授業内容
テーマとするわがまちの魅力を
「自分の視点」
で発見し、それをミュージアムという小さな
空間作品として制作します。普通のことも価値あるものに変えていくデザインの手法を
学び、例えば「坂が多いまち」
をどんな空間構成にするのか考えてつくります。素敵な
体験が感じられる空間ができた時、
「他者の共感」
を伴って感動が生まれます。みんな
のわがまちを体験しつつ、自分のデザインができた、と思える2日間です。

持参物

エントリーされる皆さんへ
本コースでは、これからの社会に必要なことを見いだし、デザインで取り組んでいける
人を育てたいと考えています。この授業では、身近な自分の住む地域の魅力を発見し、
それをカタチにして伝えます。ありきたりのまちも見方を変えると、素敵な発見が。それ
を人に伝えるデザインに挑戦してください。

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、スケッチブック
（A4 サイズ）、カッターナイフ、金尺（30ｃｍ）、接着剤（のり）、着彩道具一式、材料代（授業の初日に
ガイダンスで課題材料について説明します。個人にて購入、または準備いただくための費用目安 500 円）、不要な雑誌 2 冊（制作素材として使います）

空間演出デザイン学科／ファッションデザインコース

体だけでなく、心とつながるファッション

体験授業内容
衣服やジュエリーは身に着ける人々を美しく、カッコよく見せるだけでなく、その心に勇
気を与え、生き方を豊かにするデザインです。その人々の個性を紡いでいき、あなたが
提案するファッションで、人々やその環境にどのような変化を起こせるのか、ここで一度、
制作してみましょう。

持参物

夏編

エントリーされる皆さんへ
本コースでは、これからの社会が解決すべき問題に、デザインの力で取り組んでいけ
る人材を育てたいと考えています。衣服やアクセサリーは、人と人との関係性をつくる
アイテムでもあります。この授業では、身体をとりまく空間をつくることで、その人をど
のように幸せにできるかを考えてみてください。皆さんのみずみずしいアイデアを期待し
ています。

筆記用具一式（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル、ペン等）、スケッチブック、カッターナイフ、ハサミ、接着剤（のり）、着色道具一式

映画学科／映画製作コース
体験授業内容

ひと夏の映画体験
エントリーされる皆さんへ

短いシナリオをもとに全員で映画撮影に挑戦します。映画製作コースはシナリオを検討し、 このワークショップは、皆さんにできるだけ多くの映画学科の先生と
「コミュニケーショ
準備物を考え、撮影場所を選んでいきます。俳優コースと合流してからは演技を両コース
ン」
をとって欲しいというメッセージでもあり、そのチャンスは沢山あるはずです。内容は
で考えながらコミュニケーションをはかります。本学科の全教員が総出で皆さんと話し合い、 「集団制作」
ですが、他人との共同作業が得意な人も苦手な人も、是非参加してみ
撮影がスムーズに進むようにアドバイスをします。2日目はいよいよ撮影です。
てください。映画学科の教員も全員参加をし、皆さんの様々な希望をすくい上げ、そ
れぞれの想いや考えに耳を傾けるつもりです。

持参物

筆記用具

映画学科／俳優コース
体験授業内容
あるシナリオを題材に、映画製作コースと合同で映画撮影をおこないます。俳優コー
スは初日に登場人物をどのように理解して演じればいいのかを考え、2日目には両コー
ス合同で工夫しながら実際の撮影をおこないます。撮影をされることで初めて気付く舞
台演技と映像演技の違いを現場で体験します。本学科教員も総出で皆さんと一緒に
映画を作る体験は、映画を志す上で何ものにも代え難い素晴らしい体験となるでしょう。

持参物

体験授業内容
体験授業では、俳優のトレーニングから稽古、本番までの「俳優の仕事」
を体験します。
1日目は、演技表現の幅を広げるための発声や身体表現、感情表現の「トレーニング」、
また演出家の指示に従って演じる
「稽古」
を体験します。2日目は、舞台デザインコース
と合同で
「演出」
を体験します。この授業では、短い台本をモチーフにグループで協同
作業しながら劇を創作し、学内の劇場施設で
「本番」
さながらに発表します。

体験授業内容
舞台デザインでは、舞台美術、音響、照明などいくつかの要素を互いに作用させ合
い一つの世界を作り上げます。1日目は、音響と照明の機材を操作して、その効果を
理解する授業、また実際の劇場空間を想像しながら舞台の形や装置、客席の位置
などを創造する授業を体験します。2日目は、演技・演出コースと合同で
「劇の創作」
を体験します。この授業では、1日目の体験を活かし、舞台ならではの協同作業を体
験します。
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「俳優の仕事」
を体験 vol.1
エントリーされる皆さんへ
この授業では、演技や舞台経験は問いません。なぜなら、今あなたが持っている演
技スキルや知識を問うのではなく、授業を通して新しいことに挑戦すること、そして挑
戦の結果、たくさんの発見があること、課題を見いだすことを期待しているからです。
そして、あなたが演技の本質的な楽しさを感じ取ってくれることを望んでいます。
「好き
こそ物の上手なれ」。楽しいと思うから可能性が広がるのです。

動きやすい服装、筆記用具、水分補給飲料

舞台芸術学科／舞台デザインコース

持参物

エントリーされる皆さんへ
このワークショップは、皆さんにできるだけ多くの映画学科の先生たちとコミュニケーショ
ンをとって欲しいという私たちからのメッセージです。２日間、皆さんの周りにはそのチャ
ンスが沢山あるはずです。内容は
「集団制作」
ですが、他人との共同作業が得意な人
も苦手な人も、是非参加してみてください。映画学科の教員もここに全員参加し、皆
さんの想いにできるだけ耳を傾けたいと思います。

動きやすい服装。筆記用具。

舞台芸術学科／演技・演出コース

持参物

ひと夏の映画ロケ体験

舞台デザインをトータルに体験 vol.1
エントリーされる皆さんへ
この授業では、舞台デザインの経験は問いません。なぜなら、今あなたが持っている
技術や知識を問うのではなく、舞台デザインに対するあなたの好奇心、そして既成概
念にとらわれない発想力を見ているからです。積極的に挑戦することで、舞台デザイ
ンの持つ無限大の可能性を発見すると同時に、あなたの持つ可能性を発見すること
を期待しています。

筆記用具（鉛筆、消しゴム、ボールペン等）
［色鉛筆（１２色以上）
またはクレヨン
（１２色以上）、はさみ、のり、カッターナイフ］
作業のしやすい服装（Ｔシャツ、ジャージ等、スカート不可）、靴（スニーカー等、ヒールやサンダルは不可） ※［ ］内のものはこちらでも用意します。

環境デザイン学科／建築・インテリア・環境デザインコース

目と手で発見・空間と照明

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

あたり
（辺り）の造形：環境は本当にさまざまな大きさ
（小ささ）
から成り立っています。大
学敷地内で自然物を収集し、そのスケール（縮尺）
や属性をみなさん各自が自由に見立
て、そのモノの周辺空間と人との関係を与えられた素材で表現します。
あかり
（明り）の造形：環境に表情をもたらすのは光です。光がつくる線や面、光と影、
反射光や間接光など、光の効果を魅せるカタチを制作します。与えられた素材を使って、
自分なりの表現に挑戦してください。

環境デザインでは、建築や公園などの大きな空間を考えるときには、
「縮尺」
を使って
自分も小さくなって、ミニチュアの模型や図面で考えます。家具やインテリアでは、
「リ
アルサイズ」の模型や図面を使って考えることがあります。環境デザインでもっとも重
要な、
「縮尺」
と
「リアルサイズ」
を２日間の制作を通して体験してほしいと思います。こ
の体験が、大学で空間を考える基礎力へと繋がるのです。

持参物

両日共：筆記用具、（鉛筆、消しゴム、シャープぺンシル等）、はさみ、カッターナイフ（小）
、定規（30cm・線引き用 / 材質自由）、コンパス、三角定規
１日目：野外で行動しやすい服装、靴（サンダル、ミュール不可）、帽子、タオル、雨具 ※瓜生山で素材の採集を行います。

文芸表現学科／クリエイティブ･ライティングコース

ことばの世界を広げよう! ①

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

読む、書く、話す、聴くなど、さまざまな角度から
「ことば」
を使って
「表現」することを
体験します。ストーリーなどの文章を実際に書いてもらうワークショップはもちろん、読
書会、講義、プレゼンテーションなど、文芸表現学科での 4 年間を2日間に濃縮した
ような体験授業をとおして、文芸の世界にもっと興味が広がるでしょう。

作家や編集者、ライターなどの「ことばのプロ」に興味がある人は、まずこのコミュニ
ケーション入学の体験授業を受けてみてください。文芸表現学科には、ふつうの文学
部にはない、自分で文章を書き、それを発信していくという大きな喜びがあることをわかっ
てもらえると思います。自分が好きだったものをさらに好きになり、そうでなかったものに
も興味がわいてくるような2日間をお約束します。

持参物

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、あなたの好きな
「本」
を1 冊持ってきてください。辞書・電子辞書は使用できません。

アートプロデュース学科／アートプロデュースコース

“みる” から “魅せる” アートプロデュース①

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

体験授業では、作品とみる人の出会いをつくり、そこに「アート」
を生み出すプロデュー
スの基本を学ぶと同時に、そのために必要な力を養います。作品をみんなでみて、作
品の持つ可能性を考える鑑賞や、見出した可能性に言葉や展示を通して意味や価値
をつけて発信する、企画や展覧会づくりをおこないます。また、学科が運営するギャ
ラリーに実際に出かけ、社会の中でアートを活かす術を
「魅せる現場」
で学びます。

アートプロデュースは、作品を自分の目でみて、それについて考えること。そして思ったこ
とや考えたことを、様々な方法を駆使して他の人々に伝えることから始まります。体験授
業では、美術についての知識や情報を学ぶと同時に、人と一緒に作品を鑑賞し、感じ
たことや考えたことを言葉にして伝え合います。作品そのものについて考えるため、
「作
品との対話」
「他者との対話」
が大事なポイントとなります。

持参物

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）

こども芸術学科／こども芸術コース
体験授業内容
こどもの可能性を引き出し育むために芸術は欠かせません。そして、こどもと向き合うため
にまず自分のこどもの頃の記憶・あそび・環境を思い出してみることも大切です。緑豊
かな瓜生山キャンパスを｢あそびとまなびの場｣とし、五感をフルに使ってあなたのコドモゴ
ゴロを呼び覚ましましょう。そこで得た感覚をもとに絵本を制作し、発表と講評会を全員
で共有します。この 2日間で絵本づくりの裏側を探究しましょう。

持参物

コドモゴゴロと、絵本づくりのたねあかし
エントリーされる皆さんへ
こども芸術学科は幼稚園教諭一種免許状及び保育士資格の取得をめざしながらこども
への理解を深め、芸術が培うしなやかな感性をとおしてこどもからまなび、幼児教育・保
育・福祉の現場や社会と関わろうとする学科です。体験授業は結果だけでなく見方、
考え方のプロセスを重視します。授業をとおしてこどもと芸術についてあなたが感じ考え
たことを表現して見せてください。
そして、
なぜこの学科でまなびたいのか聞かせてください。

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、描画用具一式（鉛筆、色鉛筆、色紙、クレヨン、クレパス、水彩絵具、アクリル絵具、筆、パレット、雑巾等）、はさみ、のり、
古新聞 1 部

歴史遺産学科／文化財保存修復・歴史文化コース

歴史眼を鍛える〜絵画の保存修復から〜

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

歴史遺産の宝庫である京都の地で、歴史研究と保存修復、どちらもおこなう2日間 !
1 日目は京都市内にある寺院を訪れます。仏像や建築、庭園を鑑賞しながら京都や
寺院の歴史や文化財にこめられた
「価値」について、修復士でもある本学科教授の解
説から学びます。2日目は絵画の素材や構造について学び、その保存修復技術を体
験します。この体験授業によって、あなたの「歴史を見る眼」
はきっと大きく変わるはず
です。

京都には長い歴史があり、数多くの文化財があります。高山寺の鳥獣戯画、広隆寺
の弥勒菩薩、東寺の五重塔、金閣寺の庭園、祇園祭の山や鉾など、その種類や時
代もさまざまです。このような多彩な文化財を私たちが鑑賞することができるのも、これら
を大切に思い、守り続けてきた人々のおかげです。私たちもその一員として、文化財の
調査や保存修復にとりくんでいきます。実技は初心者でもできるよう、基礎から丁寧に
指導します。

持参物

両日とも：筆記用具（黒鉛筆、赤鉛筆、消しゴム）※ノートと鉛筆は必ず持参すること（HB 〜 2H の濃さのもの 2,3 本 )
1 日目：野外で行動しやすい服装、歩き慣れた運動靴（サンダル・ミュール不可）、雨具、タオル、ティッシュペーパー、水分補給用の飲料。
※帽子など熱中症対策をしてきてください。また、フィールドワークで寺社建物に入るため、靴下を必ず着用のこと。雨天で靴下が濡れた時のために予備の靴
下を持参してください。
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秋期コミュニケーション入学
体験授業型 AO 入試
実施日：2018 年 9 月 29 日
（土）・9 月 30 日
（日）
会 場：京都（本学）
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エントリー ／ 実 施 の 流 れ
❶ エントリー 【無料】

9月5日㈬ 〜 9月18日㈫ ※必着

エントリーするコースを1つ選ぶ
志望するコースを1つ選んでください。

※2コース併願はできません。

エントリー方法

P28の記入例を参考に、
必要事項を記入。写真を１枚貼付。

郵送
持参

オープンキャンパス

本学所定の封筒に申込書を同封し、
簡易書留速達で郵送。

9/15
（土）
・16
（日）
の
オープンキャンパスで
直接エントリーできます。

本学所定の封筒に申込書を同封し、
入学課窓口へ直接提出。

※エントリーには必要な書類
（P24）
があります。
書類が整っている場合のみ、直接エントリーが
できます。
ご注意ください。

※窓口受付：月〜土 9:00〜17:00
（日・祝休）

エントリー票が大学から届く
大切に保管し、体験授業当日持参してください。体験授業の開始時間や注意事項が記載されています。
※実施日3日前になってもエントリー票が届かない場合は、入学課までお問い合わせください。

9月29日㈯・9月30日㈰

❷ 体験授業

9:30〜16:30

9:20までに教室に着席してください

授業内容、
持参物はP12〜P15をご参照ください。

❸ エントリー結果発表

出願可

10月3日㈬ 通知投函

10:00に大学ホームページ上に
「出願可」者のエントリー番号一覧を公表します。

『出願可』通知を受け、
入学の意思がある方は、
下記「出願手続」項目をご参照ください。

受験した方は、公募制推薦入学
試験、一般入学試験、
日本留学
試験利用入学試験の検定料が
｢無料」になります。

出願
不可

※出願手続に必要な書類は大学より送付します。
※入学の意思がない方は出願手続をしなくても、以降の入試に影響はありません。

※欠席者を除く。

❹ 出願手続

【検定料】
35,000円

出願期間

10月5日㈮ 〜 10月11日㈭

※必着

〈この手続から専願となります〉 出願書類を郵送または窓口へ提出してください。
❺ 一次審査合格発表

一次審査合格通知が大学から届く

※出願手続後の辞退は受け付けられません。

10月16日㈫ 投函

出願手続を完了した方に
「一次審査合格通知」
と入学手続書類を送付します。

❻ 京都造形
0年生プログラム
登学日

10月21日㈰

〈入学までの6ヶ月〉「京都造形0年生プログラム」の受講が必修

12月8日㈯

2019年2月9日㈯ 〜16日㈯

※「京都造形0年生プログラム」内容はP16をご参照ください。
※取り組み状況が良くない場合、
改善指導を行い、改善が見られない場合は入学許可を取り消す場合があります。

❼ 最終合格発表

最終合否結果通知が大学から届く

※いずれか1日。後日詳細を案内します。

2019年1月10日 ㈭ 投函

提出書類、
日本留学試験「日本語」の成績内容または日本語能力試験の結果、
京都造形0年生プログラムの取り組み具合等を
総合的に判定し、
「合格通知書」
「入学手続書類」
を送付します。
※詳細はP33をご参照ください。

❽ 入学手続

手続締切日

2019年1月24日 ㈭

締切日までに入学手続金を納め、入学手続を済ませてください。
※詳細はP33〜P34をご参照ください。
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体験授業の内容
美術工芸学科／基礎美術コース
体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

織田信長や豊臣秀吉が城郭建築で開花させた金碧障壁画、それは建築と一体となって
ひさし
日本の空間を一変させました。庇が深く室内の暗い日本の住居に華やかで落ち着いた
居心地をもたらす革命だったのです。意匠という名前で自然を抽象化する日本文化を学
びつつ、晴れやかな気持ちで制作しましょう。

金箔を貼るところから、基礎をじっくり学べます。いままで見るだけだった日本美術が、体
験を通じてぐっと身近になる感動を味わってください。もっと博物館や美術館が面白くな
ること間違いありません。京都で学びたくなる2日間になります。

持参物

制作に適した動きやすい服装

美術工芸学科／日本画コース
体験授業内容
何故デッサンをするのでしょう。あなたがやりたいのは作品を描くこと。作品とは自分の想
いや考えを、他者に見える形にしたもの。ならばどうすれば伝えることが出来るのか ? そ
こで形や色や構成等の要素が必要になってきます。自分にとって必要なものをとらえるこ
とがデッサンの勉強です。デッサンの先に見えるのはあなたそのものです。

持参物

デッサンのその先へ
エントリーされる皆さんへ
絵は一人で描くものですが、この日は違います。教員が皆さんと一緒に、絵の完成を
めざします。その過程で、教員が皆さんの話を細やかに聞きながら進めていきます。
是非、皆さんの絵に関する疑問や悩みを遠慮なく話してください。この体験をすれば、
今までとは違う自分を発見できるでしょう。

デッサン用具一式（3H 〜 3B の鉛筆、カッターナイフ、練り消し等）

美術工芸学科／油画コース

「描くよろこび」 視る、考える、から始めよう

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

夏期と同様に大きなモチーフが設置されており、それを自分で選択した描画材料を使っ
て絵作りしていきます。プロフェッショナルである教授達の言葉をじかに聞いて自身の
制作に還元できるチャンス。プロの手順や意図などを聞いて応用することができれば、
世界はこれまでとは少し違って見えてくるかもしれません。実習と併せた鑑賞の読み解
きレクチャーも挟みながら、大学アトリエで学生の気分を味わうことができます。

実習と鑑賞。双方がバランスよく支え合うことによって初めて絵を描く力となります。
手を動かして絵を描く体験とともに実際の絵描き仕事を知るプロフェッショナル達の言
葉をじかに聞こう。今まで当たり前のように見てきたモチーフ観察や、立体物を平面に
描くという壮大な翻訳作業を
「描く」
という行為から再読み解きします。大学での専門
課程のエッセンスを掴み取るまたとないチャンスを逃さないで体験しましょう。

持参物

油彩の場合 ... 油彩用具一式（アクリル絵具も可）／水彩の場合 ... 水彩用具一式（アクリル絵具も可）
鉛筆デッサン、木炭デッサンの場合 ... 鉛筆、木炭、練り消し、食パン等、デッサン用具一式、カルトン
（大）、カルトンクリップ

美術工芸学科／写真・映像コース
体験授業内容
長い歴史をさかのぼると、
イメージの根源は影絵にあるとも言われます。
そこで
「フォトグラム」
という手法を通じて、印画紙の上に色々なオブジェを自由に構成し、その影をあやつること
で、驚きと発見に満ちた写真の世界を体験してみましょう。暗室における白黒プリント制
作の基礎技術も同時に学びながら、銀塩写真の楽しさを2日間みっちりと体験します。さ
らに映像作品の鑑賞を通じて、映像表現の可能性を体感します。

持参物

影を集めて写真をつくろう
エントリーされる皆さんへ
デジタル写真の普及した今だからこそ、写真がどのように生み出されたのかを知ること
は、メカラウロコの体験になると思います。暗室での作業は慣れれば難しくないので、
この機会を逃さずチャレンジしてみてください。

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、内履き、タオル、エプロン
（現像液が衣服につくとシミになる場合があります。心配な方は汚れても良い服装で来てください）

美術工芸学科／染織テキスタイルコース

創作の入り口・やわらかいオブジェ

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

染織は手作業だけでなく、創作つまり想像力や思考力を養うことも重要です。この授業
ではまずは、自然素材を手でさわりながら、造形への可能性を見つけます。次にその形
や質感からイメージを膨らませます。最終的に自然素材と自身のイメージと他素材を融合
して、オブジェを作っていきます。世界で見られる
「繊維による造形」
についてのミニ講義
もおこないます。講評会では完成作品についての客観的な振り返りも含みます。

身近な素材をよく観察し、触れてみて
「気づきの力」
を高めるトレーニングです。簡単な
技術であっても、人とは違う着眼点を持って完成させることで、新しい視点や可能性
を発見することができます。大学では知識や技術をつけることと同時に、自分の力で
考えて気づくことも大事な学びなのです。

持参物

はさみ、カッターナイフ、筆記用具（2B 以上の濃いめの鉛筆等）、色鉛筆

美術工芸学科／総合造形コース
体験授業内容
金属加工品で多用されているアルミ素材の造形体験をします。柔らかさ、強さ、順応
性等の自由自在に扱えるアルミ線材の特性を生かし、自由な発想と創造力でオリジナ
ルオブジェを作ります。はじめての素材、技法、表現に挑戦し、造形することの楽しさ
を体験してください。また実際の授業での制作現場、各工房の見学もおこないます。

持参物
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金碧障壁画にチャレンジ

筆記用具、雑巾、汚れてもよい服装

金属造形入門・はりがねオブジェを作ろう
エントリーされる皆さんへ
アルミ線材をもとに造形します。接続の仕方、展示台設置以外はみなさんの発想
力がすべて！線材を積み重ねるもよし！線材を塊にするのもよし！きれいな一本の
線材でドローイング風にアレンジするもよし！しっかりとごはんを食べて挑戦してく
ださい。

マンガ学科／ストーリーマンガコース

いつでもどこでもできるネタ集め実践法！

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

通学途中や休日の街中など、マンガのネタはいたるところに溢れています。観察の方
法を覚えることで、見える世界が変わります。レクチャーを受けた後、実際にマンガづ
くりのネタを集めるため、京都のレジャー施設を訪れスケッチをおこないます。そこで見
たこと、感じたことをもとに、マンガかイラストのどちらかの形で表現します。独創的な
発想も、まずは観察から。ネタを掴む極意を体験しましょう。

マンガを描くには絵の技術だけでなく、ストーリー作りが大切です。ストーリーを描けな
ければ、
キャラクターも背景も生み出されません。マンガ学科では、
そのために必要な
「観
察力」
と
「表現力」
を重視しています。日常からさまざまなモノや空間、人との触れ合い
を意識して観察してください。そして、観察して発見した出来事を絵や言葉で表現する
ことを繰り返してください。あなたの描くストーリーに深みを与える肥やしとなるでしょう。

持参物

筆記用具
（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、定規、使い慣れた画材
（インク、マジック、サインペン、墨等 ※モノ
トーンであれば画材は自由
腕時計、カルトン持参可、国語辞典持参可
（通信機能のない電子辞書可）
【カメラ使用不可、携帯電話使用不可】

キャラクターデザイン学科／キャラクターデザインコース

キャラクターを描いてみよう②

体験授業内容
夏期に引き続き、提示されたモチーフからキャラクターを創造し、ストーリーや背景を感
じさせるイラストを制作します。課題となるモチーフが変わるだけで、その発想の過程は
大きく変わります。物事の観察から、発想・構成・表現までの工程を学び、完成に
至るまでの一連の内容から総合的に評価していきます。個人制作とグループワークを
通じて、専門技術の習得だけではなくコミュニケーションのスキルも磨いていきます。

持参物

※スクリーントーン不可）
、

エントリーされる皆さんへ
キャラクター創りの基本とは、日ごろの観察力です。観察力は、常に様々なことに疑
問を持つことで養えます。実際に色々なモノをみて、触れて、感じた中から疑問を持ち、
考えるうちにモノの見方が変わって視野が広がります。すると多くの物事に対する興味
が湧いてきます。興味が湧くと表現したくなります。表現したくなるとおのずと表現力が
上がります。外に出て色々と観察し、表現力を磨いていってください。

筆記用具

情報デザイン学科／ビジュアルコミュニケーションデザインコース

「着る」
とデザイン

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

ロゴマークを基軸とした Tシャツをデザインします。教員や他のメンバーと話し合いなが
ら、
「文字」
「 図形」
「 紙面空間」やアイデアの出し方など、デザインの基礎を学び、オ
リジナルロゴマークを制作。
［1日目］基礎とアイデアの両方を学び、グラフィックデザイ
ンの第一歩を体験します。
［2日目］1日目で学んだ基礎を使ってオリジナルロゴを、身
体にまとうTシャツへと展開させます。基礎から多様に展開するデザインの奥深さ、そ
してそれらを他者へと伝えることの楽しさを二日間を通して学びましょう。

ロゴの入った Tシャツは皆さんも知っていますね。プリントされたグラフィックが日常に彩
りを与えてくれる。これもアイデアをカタチにし、人々をワクワクさせる、デザインのな
せるワザです。2日間の体験授業だけでも十分に学習できますが、できれば参加する
までに、身のまわりにあるいろいろなロゴマークやタイトルロゴを観察し、スケッチして
みましょう。描くだけで、アイデアやイメージをつくり出す時の力になります。

持参物

筆記用具、定規（30cm 以上が望ましい）

情報デザイン学科／イラストレーションコース

ストーリー &インフォメーション

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

イラストレーションには、おもにインパクト、インフォメーション、ストーリーの 3 つの機能
があります。そしてイラストレーションは私たちと情報の間を見えるカタチで橋渡しします。
秋期ではイラストレーションの機能のうちストーリーとインフォメーションに焦点を当て、
観察や分析を通してその結果を新たな表現へと展開させます。完成した時はそれぞれ
の機能が必要なところに必要な表現で、大切な役割を担っていることがわかるでしょう。

イラストレーションのことを深く知るとデザインとメディアを理解できるようになり、デザイン
とメディアが理解できると目の前の
「情報」
がクリアに把握できます。それだけでなく、イラ
ストによって情報を自在に扱えるビジュアルリテラシーが身につくのです。高度なビジュア
ルリテラシーこそがこれからの社会に求められるスキルであり、これを発揮できる情報の
翻訳家がいま社会では求められています。本コースはこうした人材の育成をめざします。

持参物

筆記用具、使い慣れた画材（色鉛筆、色紙、クレヨン、クレパス、水彩絵具、アクリル絵具、筆、パレット、コピック、雑巾等）

情報デザイン学科／クロステックデザインコース

君のアイデアで世界を変えよう

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

「こんなものがあればいいな」
と思ったことはありますか? 今まで想像しているだけだった“こ
んなもの” を、今や簡単に作ることができます。例えば犬の気持ちがわかる共感デバイス。
心拍の変動を測る技術によって開発されました。アイデアさえあれば、楽しめるモノやコ
トや場所をつくることができる時代です。あなたならではの視点を社会のため、他の人の
ためにいかしましょう。ひょっとするとあなたの発想が、世界を変えるかもしれません。

難しいことを思いつくことがアイデアではありません。日常生活や身の回りの人の観察を
していると、ここをこうしたらいいのにな、こう見るといつもと違うな、といったことに気づ
いてきます。観察と気づきと気配りがアイデアになります。日頃から身の回りの人のこと
をよく見ていると思いますので、あなたの気づきをアイデアにして新しい楽しい生活を考え
てみましょう。

持参物

筆記用具、作業しやすい服装

プロダクトデザイン学科／プロダクトデザインコース

道具と使う人の関係性をデザインするワークショップ／その 2

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

夏期と同様にプロのデザイナーの仕事や考え方を、実際に体験します。改めて、道
具と使う人の関係性を考え、身近なものをデザインします。そして試作品を作り、実
際にそれらを使ってみて改良していくことを体験します。また翌日は、自分の作品に対
する考えや思いを他者に伝わる文章にまとめることで論理的な思考方法を学びます。
さまざまな将来に繋がる本学科の 4 年間の学びを、コンパクトに 2日間で知ることが出
来ます。

デザインは、形の美しさだけではなく、使いやすさ便利さなどの機能、その道具を作る
際の手間の軽減などを考えなくてはなりません。
この学科は、そうした心づかいと創造性を結びつけて、新たなデザインを生み出します。
将来は、それらの力を企業のデザイン部署やデザイン事務所、商品企画、工房での
仕事に役立てることができます。
ものづくりによって自分の人生と、社会をより良くしていける
「なりたいプロ」
をめざしま
しょう！

持参物

（1）
スケッチ描画用画材：鉛筆（HB〜４B）、色鉛筆（12〜24 色）、消しゴム、太めのサインペン
（黒）、鉛筆けずり
（2）立体造形用道具：カッター、はさみ、コンパス、三角定規（30cm 程度のもの）、定規（30cm 程度のもの・カッターでの切断時にも使います）、スティック糊
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空間演出デザイン学科／空間デザインコース
体験授業内容
夏期と同じくわがまちミュージアムの授業です。ミュージアムをつくるには、わがまちの
魅力をストーリーにしなければなりません。例えば、
「畑の風景がきれいなまち」
というだ
けでなく、
「おいしい野菜の朝市ができる場をつくろう」
といった体験を誘う提案内容で
す。ストーリーがあれば、空間にいろんなシーンが生まれてきます。ことばでつくること、
それもデザインの重要なポイントになることを学びましょう。

持参物

秋編
エントリーされる皆さんへ

本コースでは、これからの社会に必要なことを見いだし、デザインで取り組んでいける
人を育てたいと考えています。この授業では、身近な自分の住む地域の魅力を発見し、
それをカタチにして伝えます。ありきたりのまちも見方を変えると、素敵な発見が。それ
を人に伝えるデザインに挑戦してください。

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、スケッチブック
（A4 サイズ）、カッターナイフ、金尺（30ｃｍ）、接着剤（のり）、着彩道具一式、材料代（授業の初日に
ガイダンスで課題材料について説明します。個人にて購入、または準備いただくための費用目安 500 円）、不要な雑誌 2 冊（制作素材として使います）

空間演出デザイン学科／ファッションデザインコース

リサーチからつくるファッション

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

夏期の体験授業より一歩踏み込んで、制作に入る前に入念なリサーチを行い、より
具体性のある提案を考えてもらいます。人の暮らしや生き方をデザインするファッション
とは何か。人々はなぜ服やアクセサリーを身につけるのか。あなたが提案するファッショ
ンで、人々やその環境にどのような変化や改善を起こせるのか、自由な発想で制作し
てみましょう。

本コースでは、これからの社会が解決すべき問題に、デザインの力で取り組んでいけ
る人材を育てたいと考えています。衣服やアクセサリーは、人と人との関係性をつくる
アイテムでもあります。この授業では、身体をとりまく空間をつくることで、その人をど
のように幸せにできるかを考えてみてください。皆さんのみずみずしいアイデアを期待し
ています。

持参物

筆記用具一式（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル、ペン等）、スケッチブック、カッターナイフ、ハサミ、接着剤（のり）、着色道具一式

映画学科／映画製作コース

映画を解剖し、おもしろさの秘密に迫る

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

「なぜ笑ってしまうのか」
「なぜハラハラドキドキするのか」
「なぜ泣けてくるのか」。全ては仕
掛けがあるからです。シナリオから現場での演出、撮影、照明、美術などで仕掛けを張り
巡らせます。1日目の
「批評」
の授業では、その“映画の仕掛け” を発見し文章に起こして
みましょう。2日目は数枚の写真から仕掛けを考えて編集をし、物語を作りあげてみましょう。
最後に実際それがどのように見えるかを考えてみましょう。

映画の“面白さ”を文章にしようとすると、ストーリーが好き、役者の演技が良かった、
といった内容になりがちですが、どんな映画のツールが使われているか、どんな仕掛け
があったのかを意識して観ることが大切になり、それが出来ればもっと映画を観ること
が楽しくなるはずです。そして映画編集は、ばらばらな要素を組み合わせることで何ら
かの意味を伝え、物語を立ち上げる作業です。

持参物

筆記用具

映画学科／俳優コース

シナリオから紐解く映画演技

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

シナリオをもとにして映画（映像）演技の実践を行います。1 日目はシナリオの仕
組みや面白みを知るための脚本読解や物語性について深く考え、そこからどのよ
うに自分の演技を紐解くかを考えます。2 日目にはそれを踏まえて与えられたセ
リフを自分なりの考えで演じていきます。さらに後半は 3 分間 PR と称して、自分
がもっとも得意とする特技・趣味を参加者たち皆の前で発表し、これまでの経験
や人生観について教えてもらいます。

俳優になるには試験や資格があるわけではありません。必要なのは、自分自身を知る
ことです。映画演技の基本は日常です。夢や空想を見ることもありますが、それだって
日常なのです。そのキャラクターがどんな日常世界に存在するのかを想像し、実践して
みましょう。もしもあなた自身をモチーフにした役があるならば、あなた以上に上手な俳
優はいないはずです。つまり自分自身を知ることと役の存在を知ることには大した違い
はないのです。

持参物

動きやすい服装、筆記用具

舞台芸術学科／演技・演出コース
体験授業内容
夏期に引き続き、
「俳優の仕事」
を体験します。俳優は、演技力を向上させるためにさ
まざまな経験を積んでいます。1日目は、夏期とは異なる演技トレーニングに挑戦します。
また、
トレーニングで習得した表現を活かして、演出家とともに稽古に臨みます。2日目は、
舞台デザインコースと合同で
「演出」
を体験します。秋期は、他のグループの作品も鑑
賞し、同じ台本でも多様な演出の可能性があることにも注目します。

持参物

「俳優の仕事」
を体験 vol.2
エントリーされる皆さんへ
この授業では、演技や舞台経験は問いません。なぜなら、今あなたが持っている演
技スキルや知識を問うのではなく、授業を通して新しいことに挑戦すること、そして挑
戦の結果、たくさんの発見があること、課題を見いだすことを期待しているからです。
そして、あなたが演技の本質的な楽しさを感じ取ってくれることを望んでいます。
「好き
こそ物の上手なれ」。楽しいと思うから可能性が広がるのです。

動きやすい服装、筆記用具、水分補給飲料

舞台芸術学科／舞台デザインコース

舞台デザインをトータルに体験 vol.2

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

1日目は、照明と音響の機材を操作して、その効果に対する理解を深めるグループワー
ク、また実際の劇場空間を想像しながら舞台の形や装置、客席の位置などを創造す
る授業を体験します。2日目は、演技・演出コースと合同で
「演出」
を体験します。他
のグループの作品を鑑賞し、同じ台本でも多様な舞台化の可能性があることにも注目
します。1日目、2日目ともに夏期とは異なるスタイルの戯曲や物語をモチーフにします。

この授業では、舞台デザインの経験は問いません。なぜなら、今あなたが持っている
技術や知識を問うのではなく、舞台デザインに対するあなたの好奇心、そして既成概
念にとらわれない発想力を見ているからです。積極的に挑戦することで、舞台デザイ
ンの持つ無限大の可能性を発見すると同時に、あなたの持つ可能性を発見すること
を期待しています。

持参物
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わがまちミュージアム

筆記用具（鉛筆、消しゴム、ボールペン等）
［色鉛筆（１２色以上）
またはクレヨン
（１２色以上）、はさみ、のり、カッターナイフ］
作業のしやすい服装（Ｔシャツ、ジャージ等、スカート不可）、靴（スニーカー等、ヒールやサンダルは不可） ※［ ］内のものはこちらでも用意します。

環境デザイン学科／建築・インテリア・環境デザインコース

出かけて発見・庭園のひみつ

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

京都にはたくさんの名庭園があります。なにげなく見ているだけではわからないのです
が、きれいな庭園には、きれいだと思わせる理由や方法があります。本学科の教員が
みなさんと一緒に名庭園を訪ね、庭園の見方をコーチします。見方を知った上で、歩
いて、見て、感じたことは、これまでとは違うはず。その違いをスケッチにしたり、プラ
ンの上に表現したりすることで、あなたの体験を人に伝えてください。

良い環境デザインをするには、良いものをたくさん見ること、そして見たものを記憶する
ことが大切です。記憶のためには、写真を撮ることも必要ですが、手を使って記録す
ることが実はいちばんの早道です。京都は良い環境デザインの宝庫です。この体験
授業を通して、良いものの「見方」
を知り、また、記憶に残すための方法に出会って
ほしいと思います。そしてこの体験を続けることが、入学準備へと繋がっていきます。

持参物

両日共：筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、はさみ、色鉛筆（12 色程度）、カッターナイフ
（小）、定規（30cm・線引き用 / 材質自由）、コンパス、
三角定規
１日目：野外で行動しやすい服装、靴（サンダル、ミュール不可）、帽子、タオル、ミネラルウォーター、雨具、白靴下持参

文芸表現学科／クリエイティブ･ライティングコース

ことばの世界を広げよう! ②

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

夏期に引きつづき、さまざまな角度から
「ことば」による
「表現」に触れてもらいます。ス
トーリーなどの文章を実際に書いてもらうワークショップはもちろん、読書会、講義、プ
レゼンテーションなど、文芸表現学科での 4 年間を2 日間に濃縮したような体験授業
をとおして、文芸の世界にもっと興味をもってもらいます !

作家や編集者、ライターなどの
「ことばのプロ」に興味がある人は、まずこのコミュニケー
ション入学の体験授業を受けてみてください。文芸表現学科には、ふつうの文学部には
ない、自分で文章を書き、それを発信していくという大きな喜びがあることをわかってもら
えると思います。自分が好きだったものをさらに好きになり、そうでなかったものにも興味
がわいてくるような2日間をお約束します。

持参物

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、あなたの好きな
「本」
を1 冊持ってきてください。辞書・電子辞書は使用できません。

アートプロデュース学科／アートプロデュースコース

“みる” から “魅せる” アートプロデュース②

体験授業内容

エントリーされる皆さんへ

夏期と同様に、学内やギャラリーで作品や物事をみる目を養う鑑賞の授業や、見出し
た可能性を企画や展覧会の形にまとめあげ、新たな価値や意味を生み出す授業を行
います。夏期・秋期、どちらの授業もアートプロデュースについての理解を深めるとと
もに、作品や他者とのコミュニケーションを通して、自分たちの「ものの見方」について
の理解も深めます。受講後には、今までとは「ものの見方」
が変わっている自分に気
づくはずです。

アートプロデュースは、作品を自分の目でみて、それについて考えること。そして思ったこ
とや考えたことを、さまざまな方法を駆使して他の人々に伝えることから始まります。体験
授業では、美術についての知識や情報を学ぶと同時に、人と一緒に作品を鑑賞し、感
じたことや考えたことを言葉にして伝え合います。作品そのものについて考えるため、
「作
品との対話」
「他者との対話」
が大事なポイントとなります。

持参物

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）

こども芸術学科／こども芸術コース
体験授業内容
大人にとっては見慣れた平凡な場所でも、こどもはワクワクしながら何かを発見し、新
たな気づきを見出しています。あなたもこどもになったつもりで瓜生山キャンパスを探検
し、あそびを創造出来そうな場所をスケッチしてみましょう。それらと瓜生山で拾い集め
た素材、用意した粘土をもとに、あそびやあそびの場をイメージして造形します。あな
たの中のコドモゴゴロを解放し、まさにあそぶ感覚で自分の表現を見つけ、制作してみ
ましょう。

持参物

エントリーされる皆さんへ
こども芸術学科は幼稚園教諭一種免許状及び保育士資格の取得をめざしながらこど
もへの理解を深め、芸術が培うしなやかな感性をとおしてこどもからまなび、幼児教育・
保育・福祉の現場や社会と関わろうとする学科です。体験授業は結果だけでなく見方、
考え方のプロセスを重視します。授業をとおしてこどもと芸術についてあなたが感じ考
えたことを表現して見せてください。そして、なぜこの学科でまなびたいのか聞かせてく
ださい。

筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、描画用具一式（鉛筆、コンテ、消しゴム等）、はさみ、カッター

歴史遺産学科／文化財保存修復・歴史文化コース
体験授業内容
夏期と同様、歴史遺産の「研究」
「修復」
その両面を2日間で体験。1日目は京都市内
にある寺院を訪れ、仏像や建造物などさまざまな文化財を手がかりに京都の歴史文化や
仏像修理についてのレクチャーを受けます。2日目は、実際に本学科が修理をおこなっ
た仏像をはじめ、彫刻や螺鈿、金銀の箔貼、彩色など、さまざまな技術や技法を駆使
しておこなう仏像や仏具の修理についてさらに詳しく学び、その実習をおこないます。

持参物

あそびから、あそび場をデザインしてみよう

歴史眼を鍛える〜仏像の保存修復から〜
エントリーされる皆さんへ
歴史遺産学科では、書や絵画・陶芸・染織・仏像・建築・庭園のほか、祭礼や舞踊・
音楽・茶の湯・生け花・和食などさまざまな文化財について学びます。時代も考古遺
物から現代まで、多岐に渡ります。京都で学ぶメリットは、これらのほぼすべてを京都市
内で実際に見ることができることでしょう。たくさんの「ホンモノ」
を見ることで歴史眼を養
い、
「ホンモノ」
を後世に伝える一員になろうではありませんか。

両日とも：筆記用具（黒鉛筆、赤鉛筆、消しゴム）※ノートと鉛筆は必ず持参すること（HB 〜 2H の濃さのもの 2,3 本 )
1 日目：野外で行動しやすい服装、歩き慣れた運動靴（サンダル・ミュール不可）、雨具、タオル、ティッシュペーパー、水分補給用の飲料。
※フィールドワークで寺社建物に入るため、靴下を必ず着用のこと。雨天で靴下が濡れた時のために予備の靴下を持参してください。

15

京都造形芸術大学

０年 生 プ ログ ラ ム に つ い て

夏期コミュニケーション入学・秋期コミュニケーション入学に合格された方は全員受講する
プログラムです。

京都造形芸術大学０年生プログラムは
「登学日の授業参加」と「自宅での課題の取り組み・課題提出」を２つの柱とします。

大学での授業
（登学日）

登学日

自宅学習

10 月 21 日（日）開講式 ／ 12 月 8 日（土）／ 2019 年 2 月9 日（土）〜16 日（土）
※いずれか1日。後日詳細を案内します。

京都造形芸術大学０年生プログラム課題について
教養基礎
①国

語……… 読解力・語彙力トレーニング／第１〜第３課題
（必修）
課題文の論旨を正確に理解し、適切な語彙や漢字を選択できることを目的に、読解力、語彙力を学びます。

②国語論述…… 文章力トレーニング／第１〜第３課題
（必修）
課題図書を読み、論旨を正確に理解し、
理解をもとに的確な日本語で文章化する能力を学びます。

③英

語……… 国際化するコミュニケーショントレーニング／第１〜第３課題
（必修）
アートを英語で読むための基本的な単語や熟語の知識、
正しい文法表現による長文の正確な理解を学びます。

英会話………コミュニケーション力を高めるトレーニング／第１、
第２課題
（チャレンジ課題）
インターネットを利用して、
動画ファイル
（e-bento）
を再生しながら、
発音や聞き取りを学びます。

④数理的思考… 論理的思考力トレーニング／第１〜第３課題
（必修）
論理的な思考はあらゆる知的活動の基礎となるものです。数学の問題を解くことにより厳密な論理性を学びます。

表現基礎
⑤デッサン …… ものの見方を鍛えるトレーニング／第１〜第３課題
（必修）
基本形態の描写から複数モチーフを構成して描く課題まで、段階を追って基礎から描くことを学びます。

⑥色

彩……… 色を感じるトレーニング／第１〜第３課題
（必修）
色を体系的に整理して捉える方法の基礎を体験的に学びます。

キャリア基礎
⑦キャリア課題…自己管理力を高め、広い視野を学ぶトレーニング/第１、第２課題
（必修）
大学4年間の修学は、
日々の時間管理や計画性を持つことから始まります。自己管理力を高め、
併せて社会への視点も学びます。

コース専門課題
各コースの専門課題に取り組み入学に備えるトレーニング
専門性の高い課題に取り組み、専門教育の初歩を学びます。

※０年生プログラム内容は変更される場合があります。
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面接型入学試験［Ⅰ期・Ⅱ期］
受 験 のし か た ／ 実 施 の 流 れ
Ⅰ期

Ⅱ期

コースを選ぶ
すべての学科・コースの中から自由に2コースまで併願することができます。
併願の場合は、志望順位を決めてください。
検定料 1コース出願の場合…35,000円／2コース併願の場合…40,000円

出願期間

2018年

個人面接形式
（1人の面接時間は20分程度です。）

試験会場

Ⅰ期：京都・東京

出願する

出願期間

Ⅱ期：京都・東京

※詳細はP30〜P31をご参照ください。

2019年
（記入例はP29をご参照ください）
「入学願書」
に必要事項を記入する。
その他の出願書類を本学所定の封筒に同封し、大学へ提出してください。

1月7日㈪
〜

〜

10月15日㈪

試験科目

※詳細はP24〜P26をご参照ください。

11月1日㈭
※必着

郵送
持参

本学所定の封筒に出願書類を同封し、
簡易書留速達で郵送。

1月16日㈬
※必着

本学所定の封筒に出願書類を同封し、
入学課窓口へ直接提出。
※窓口受付：月〜土 9:00〜17:00
（日・祝休）

受験票を受け取る
受験票は受験時に持参してください。合否発表まで大切に保管してください。
※受験票は面接時間確定後、
郵送にて発送します。発送時期は出願締切日以降となります。
※試験日の3日前になっても受験票が届かない場合は、入学課までお問い合わせください。

試験日

11月14日㈬
一次審査合格発表

11月26日㈪
<通知投函>

最終合格発表

2019年

1月10日㈭

試験日

各試験会場にて実施

1月30日㈬

※詳細はP30〜P31をご参照ください。

一次審査合格通知が大学から届く
面接型入学試験
［Ⅰ期］
は、
この入試結果による一次審査合格を経て最終審査を
行います。最終審査は提出書類、
日本留学試験「日本語」の成績内容または日本
語能力試験の結果等を総合的に判定します。

合否結果通知が大学から届く

最終合格発表

「合否結果および成績」
と
「合格通知書」
「入学手続書類」
が届きます。

<通知投函>

手続締切日

1月24日㈭

2月8日㈮
<通知投函>

手続締切日

入学手続金を納める
締切日までに入学手続金を納め、
入学手続を済ませてください。
※詳細はP33〜P34をご参照ください。

2月22日㈮

試験内容
この入学試験では、高校までの基礎的な学習に実直に取り組んできた継続力や、芸術に限らず、部活動や、ボランティア活動など情熱を
持って打ち込んだものがあるか。また、本学で自分を成長させようとする意欲があるかを見ます。

試験内容・試験時間

評価ポイント

個人面接形式（1人の面接時間は20分程度です。）

面接内容、これまでの生活状況、調査書などを総合的に
評価します。

※集合時間・受験時間の詳細は受験票で案内します。

面接において、自己アピールのための制作品・資料（芸
術に関するもの以外でも可）等の持ち込みを認めます。
※自己アピールの作品資料などを持ち込んだ場合の自己アピールの時間は、5
分程度を目安とします。試験官の指示に従ってください。
※機材や電源等は用意しません。
※制作品・資料等は全て持参するものとし、事前に試験会場へ送付すること
はできません。
※面接時の身体表現やパフォーマンス等は不可とします。

試験会場
京都・東京
※名古屋、岡山、福岡での実施はありませんのでご注意ください。

注意事項
服装は自由です。
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公募制推薦入学試験・一般入学試験
受 験 のし か た ／ 実 施 の 流 れ
公募制推薦

一般

コースを選ぶ
検定料

すべての学科・コースの中から自由に2コースまで併願することができます。
併願の場合は、志望順位を決めてください。

1コース出願の場合…35,000円
2コース併願の場合…40,000円

※何科目受験しても検定料は変わりません。
※夏期あるいは秋期コミュニケーション入学を受験した方は、
検定料が無料となります
（欠席者を除く）
。
エントリー結果通知に同封の「検定料免除票」
を入学願書に貼付してください。
※「検定料免除票」の再発行はできませんのでご注意ください。

試験科目を選ぶ
午前と午後から1科目ずつ試験科目を選んでください。
1科目のみでも構いません。
出願期間

※詳細はP19〜P21をご参照ください。 ※午前と午後で、
同一科目を選ぶことはできません。

2018年

公募制推薦：京都・東京・名古屋・岡山・福岡
一 般 ：京都・東京・名古屋・岡山・福岡

2019年

1月7日㈪
〜

〜

10月15日㈪

試験会場を選ぶ

出願期間

※詳細はP30〜P31をご参照ください。

11月1日㈭
※必着

1月16日㈬

出願する

※必着

（記入例はP29をご参照ください）
「入学願書」
に必要事項を記入する。

その他の出願書類を本学所定の封筒に同封し、大学へ提出してください。
※詳細はP24〜P26をご参照ください。

郵送
持参

本学所定の封筒に出願書類を同封し、簡易書留速達で郵送。
本学所定の封筒に出願書類を同封し、
入学課窓口へ直接提出。
※窓口受付：月〜土 9:00〜17:00
（日・祝休）

受験票を受け取る
受験票は受験時に持参してください。合否発表まで大切に保管してください。
※受験票は郵送にて発送します。発送時期は出願締切日以降となる場合があります。
※試験日の3日前になっても受験票が届かない場合は、入学課までお問い合わせください。

試験日

11月15日㈭
一次審査合格発表

11月26日㈪
<通知投函>

最終合格発表

2019年

1月10日㈭

<通知投函>

手続締切日

1月24日㈭
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各試験会場にて実施
※詳細はP30〜P31をご参照ください。

試験日

1月31日㈭

一次審査合格通知が大学から届く
公募制推薦入試は、
この入試結果による一次審査合格を経て最終審査を行いま
す。最終審査は提出書類、
日本留学試験「日本語」の成績内容または日本語能
力試験の結果等を総合的に判断します。

合否結果通知が大学から届く
「合否結果および成績」
と
「合格通知書」
「入学手続書類」
が届きます。
※詳細はP33をご参照ください。

入学手続金を納める
締切日までに入学手続金を納め、入学手続を済ませてください。
※詳細はP33〜P34をご参照ください。

最終合格発表

2月8日㈮
<通知投函>

手続締切日

2月22日㈮

試 験 科 目 ／ 試 験 内 容（全学科・コース）
午前と午後から1科目ずつ試験科目を選んでください。1科目のみでも構いません。

※午前と午後で、
同一科目を選ぶことはできません。

午前科目 鉛筆デッサン−静物／鉛筆デッサン−手／国語・英語
午後科目 鉛筆デッサン−静物／鉛筆デッサン−手／小論文
各科目ごとに合否判定を行い、試験結果と出願書類により総合的に判定します。
▲▲

判定方法

2科目受験する場合 各科目における、試験結果のうち上位の科目が合格となります。
2コース併願する場合 ともに合格基準に達した場合は、第1志望コースのみ合格となります。

国語・英語
試験内容

小論文

国語総合（古文・漢文を除く）・現代文 B・コミュニケーション英
語Ⅰ、
Ⅱ、
Ⅲ・英語表現Ⅰ、
Ⅱの範囲から出題。課題文を読み、関連
の設問に解答（マークシート）
。

時間

11:30〜13:00
（1時間30分）

配点

200点

携行品（使用可能用具） 筆記用具
（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、
鉛筆削り）
大学準備物

問題用紙、解答用紙
（マークシート）

試験内容

与えられた文章について自分の考えを論述する
（600〜800字）
。

時間

14:30〜16:00
（1時間30分）

配点

200点

携行品（使用可能用具） 筆記用具
（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り）
大学準備物

問題用紙、解答用紙、下書用紙
（A4白紙）
1枚

評 価 ポイント
問題文の理解力、
日本語の表現・表記の妥当性、
文章の構成力、
設問に対する回答内容。

評 価 ポイント
基礎的知識・文章理解力。
ねらい
［国語］
専門的知識を問う問題ではなく、大学生レベルの学習で必要とされる語彙の知識
と、論理的な文章の読解能力を問おうとする。語彙は漢字の問題の形をとって出
題されるが、
その本質は熟語の問題であり、語彙の運用能力を問う問題である。
ま
た読解能力を問うため、主として人文科学、社会科学系の分野から評論文・論説
文などを題材にして長文の部分と全体の意図を問う問題が出題される。
［英語］
長文読解をはじめ、語彙、熟語、構文問題が中心に出題される。長文は芸術、文
化、美術、
デザインをテーマとした内容が多く、入学後、専門領域で必要となる英語
の運用能力が問われる。表やグラフ問題では英語情報を的確に理解する力が求
められ、語順や文章の流れを問う問題ではコンテキスト
（文脈）
を正確に把握する
力が求められる。

ねらい
以下の４点から評価をする。理解力
（問題文の内容を把握しているか）
、表現力
（日本語の
表現・表記の妥当性、誤字・脱字の有無、文字数の過不足など）
、構成力
（段落構成が適
切であり、論旨が一貫しているか）
、内容
（設問の回答として説得力があり、
かつ主張に独
自性と客観性があるか）
。問題文は、人文・社会・自然・一般などの分野から、評論文・論説
文・エッセイなどを題材とする。
アド バ イス
小論文試験では、問題文をじっくり読み、内容を理解することが重要である。従って第一
に、
日頃からさまざまな分野の多種多様な文章を読み、
慣れておくことが必要である。
第二に、600字から800字で小論文を書く練習が必要である。物語や詩などの創作とは
異なり、小論文では問題文に即しつつ、
自分の考えや主張を論理的かつ客観的に述べな
ければならない。人に読まれることを想定して書き、
身近な人
（先生や保護者など）
に添削し
てもらう機会をもつことも大事である。

アド バ イス
［国語］
難しい漢字の書き方を練習する必要はないが、
漢字の勉強は大切。漢字の問題と
は、
文脈の中でどの漢字
（漢字熟語）
を使うか、
という
「語彙」
の問題であることを意識
して欲しい。
また、
読解能力の向上のために、
文章中のキーワード・段落の組み立て・
表現の流れなどに注意しながら現代文の問題
（センター入試や私大文系向けのも
のが適切）
を解いてみよう。
日ごろから興味ある分野の読書に親しむ事も大切である。
［英語］
英語雑誌やインターネット情報の中で芸術、文化、美術、
デザイン等、身近で興味
深いと思える英文に少しでも多く触れておくことが大切である。中学・高校で学習し
た英単語、熟語の復習や暗記、苦手な文法項目の強化、
またTOEIC等実用的な
英語運用能力を高めるための練習問題を解いておくことが、入試に向けても効果
的な勉強法である。

鉛筆デッサン−静物
試験内容

与えられたモチーフを自由に配置し、B３画用紙に鉛筆でデッサンする。

鉛筆デッサン−手
試験内容

B３画用紙に手を鉛筆でデッサンする。

時間

10:00〜13：00
（3時間）
／14:30〜17：30
（3時間）

時間

10:00〜13：00
（3時間）
／14:30〜17：30
（3時間）

配点

200点

配点

200点

鉛筆、消しゴム
（ねり消し含む）
、羽ぼうき
（製図用ブラシ含む）
、
カル
携行品（使用可能用具） トン、
カルトン用クリップ、鉛筆削り用具、
デスケル、
はかり棒、擦筆、
ティッシュペーパーおよびガーゼ
（袋から出して使用）

鉛筆、消しゴム
（ねり消し含む）
、羽ぼうき
（製図用ブラシ含む）
、
カル
携行品（使用可能用具） トン、
カルトン用クリップ、鉛筆削り用具、
デスケル、
はかり棒、擦筆、
ティッシュペーパーおよびガーゼ
（袋から出して使用）

モチーフ・課題の公表内容

モチーフ・課題の公表内容

大学準備物

紙コップ
（白色3個）
とモチーフ１種
問題用紙、
モチーフ、
解答用紙
（B3画用紙）
、
下描用紙
（A3白紙）
1枚、下敷用紙
（B2ケント紙）
1枚

評 価 ポイント
構成力・観察力・表現力
（描写力）
を総合的に評価。
ねらい
デッサンはものの見方を理解し、
目と手を連動させ空間を認識する上で大切である。全学
科・コース共通のベーシックな課題として、本学では、紙コップ3個と他1種のモチーフに設
定し、
造形の基礎となるデッサンの入試を実施する。
アド バ イス
鉛筆でデッサンすることも空間表現であるということを意識して欲しい。モチーフの置き方と
画面への入れ方が、共に空間を感じさせる構成になっているか、画面内のモチーフと机上
や光と影の関係に矛盾がないかなどをよく観察しながら、素直に目の前にあるものを描写
することを心がけて欲しい。

大学準備物

手を描く。
問題用紙、
解答用紙
（B3画用紙）
、
下描用紙
（A3白紙）
1枚、
下敷用紙
（B2ケント紙）
1枚
評 価 ポイント

構成力・観察力・表現力
（描写力）
を総合的に評価。
ねらい
デッサンはものの見方を理解し、
目と手を連動させ空間を認識する上で大切である。全学
科・コース共通のベーシックな課題として、本学では、
自身の手をモチーフとして、造形の基
礎となるデッサンの入試を実施する。手の全体感と細部の関係、
そして、有機的な動勢や
質感を捉え
「手らしさ」
を観察する力、
手がつくる空間を把握し、
表現する力をみる。
アド バ イス
鉛筆でデッサンすることも、空間表現であるということを意識して欲しい。手を画面の中でど
のように構成しているか、指の動きや位置関係が不自然でないか、
明暗の強弱が単調でな
いかなどを意識し、
素直に観察して丁寧に描写することを心がけて欲しい。
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試 験 時 間 ／ 試 験 内 容（鉛筆デッサン−静物）
午前と午後から1科目ずつ試験科目を選んでください。1科目のみでも構いません。

※午前と午後で、
同一科目を選ぶことはできません。

午 前 科目

午 後 科目

10 : 00

14 : 30

鉛筆デッサン−静物

小論文

鉛筆デッサン−手

11 : 00

15 : 30

12 : 00

国語・英語

10：00〜13：00
（3時間）

鉛筆デッサン−静物

鉛筆デッサン−手

14：30〜17：30
（3時間）

14：30〜17：30
（3時間）

14：30〜16：00
（1時間30分）

10：00〜13：00
（3時間）
16 : 30

11：30〜13：00
（1時間30分）
13 : 00

17 : 30

「鉛筆デッサン−静物」モチーフ公表について
公募制推薦・一般 入学試験科目
「鉛筆デッサン―静物」のモチーフを公表します。
公表するモチーフの中から、以下の試験科目として試験ごとに、紙コップ3個と右記
（P21）
のモチーフ1種が出題されます。
試験名称
1

試験科目

2
3

午前

公募制推薦入学試験
鉛筆デッサン−静物
一般入学試験

午後
午前

紙コップ
（白色３個）
+
公表モチーフから1種

午後

4

紙コップ
（白色3個）

「鉛筆デッサン−静物」モチーフ公表の意図について
京都造形芸術大学のアドミッション・ポリシーでもお伝えしているように、本学では、公募制推薦入学試験および一般
入学試験においては、「高校までの基礎的な学習に実直に取り組んできた継続力が見られるか」を入学者選抜の方針と
定めている。芸術大学の入学試験が、高校までの基礎的な学習を超えた過度の専門性を問われる特異なものであるのは
望ましくなく、全国各地で学ぶ受験生のいずれもが等しく基礎的な学習を行った上で入学試験に臨むことができ、かつ
その学習継続の成果を評価したいという趣旨でモチーフの公開を行っている。日々継続的に芸術を学ぶ上での基礎力と
しての観察力・構成力・表現力を磨いた上で入学試験に臨んでほしい。

〈モチーフの公表内容〉 紙コップ
（白色３個）
とモチーフ1種
評価ポイント

「鉛筆デッサン−静物」
の出題意図

「鉛筆デッサン−静物」
の取り組み方

観察力・構成力・表現力
（描写力）
を総合的に評価。

デッサンは、
ものの見方、観察力を、
目と手を連動させながら鍛えることであり、表現や研究をする上で必要不可欠
の基礎力である。
基本的なかたちや明暗の調子を捉えやすいモチーフとして、
白い紙コップを設定している。
また、複数の紙コップに
加え、色・かたち・質感などの対比を意図して他１種のモチーフを組み合わせ構成力を問う。
しっかりモチーフと向き
合い、
よく見て描くこと。
また、
繰り返し何枚も修練を積むことで、
観察力、
構成力、
表現力の向上につなげたい。
デッサンは、個々のモチーフを観察し、描写するだけではなく、
それらの関わりや、
まわりの空間をも含めた表現であ
るということを意識したい。画面上で、
モチーフの配置とバランスが、奥行きや広がりを感じさせる構成になっている
か、
モチーフが机上に載っているように描かれているか、
それらの関係に矛盾がないかなど、描かれたものとモチー
フを見比べながら、素直に目の前にあるモチーフを観察し、
表現を深めることを心がけてほしい。

モチーフの詳細や出題に関する質問にはお答えできません。
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公表モチーフ

クラフトボックス

リンゴ

レモン

鉛板

ゴーグル

メジャー

オリーブオイル瓶

ステンレスボール
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日本留学試験利用入学試験
受 験 のし か た ／ 実 施 の 流 れ
試験日
第1回

2018年

6月17日㈰
第2回

2018年

日本留学試験各会場にて実施
本学独自の試験は行いません。
日本留学試験の結果のみで受験できます。

11月11日㈰
コースを選ぶ
検定料

すべての学科・コースの中から自由に2コースまで併願することができます。
併願の場合は、志望順位を決めてください。

1コース出願の場合…15,000円
2コース併願の場合…20,000円

※夏期あるいは秋期コミュニケーション入学を受験された方は、
検定料が無料となります
（欠席者を除く）
。
エントリー結果通知に同封の「検定料免除票」
を入学願書に貼付してください。
※「検定料免除票」の再発行はできませんのでご注意ください。

試験科目を選ぶ
試験科目は日本留学試験の｢日本語｣以外の１科目
（「理科」
「総合科目」
「数学」の内、
どの1科目でも可）
です。

出願期間

2019年

〜

2月6日㈬
2月14日㈭
※必着

※「理科」の場合、物理・化学・生物のうち、
どの2分野を選択してもかまいません。
（2分野で
「理科」1科目です。）
※「数学」の場合、
コース１
・コース２のうち、
どちらを選択してもかまいません。
出題言語は日本語・英語のうち、
どちらの言語を選択してもかまいません。

【注意】日本語力の審査のため
「日本語」
は必須です。詳細は P33 をご参照ください。

出願する
「入学願書」
に必要事項を記入する。
（記入例はP29をご参照ください）
その他の出願書類を本学所定の封筒に同封し、
大学へ提出してください。
※詳細はP24〜P26をご参照ください。

郵送

出願書類を本学所定の封筒に入れ、
簡易書留速達で郵送。

持参

出願書類を本学所定の封筒に入れ、
入学課窓口へ直接提出。
※窓口受付：月〜土 9:00〜17:00
（日・祝休）

受験票を受け取る
合否発表まで大切に保管してください。
※受験票は郵送にて発送します。発送時期は出願締切日以降となる場合があります。

合格発表

合否結果通知が大学から届く

3月6日㈬
<通知投函日>

手続締切日

3月13日㈬
※一括納入のみ
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合格者には入学手続き書類が届きます。
※10：00に大学ホームページにて、
合格者受験番号一覧を公表します。

入学手続金を納める
締切日までに入学手続金を納め、
入学手続を済ませてください。
※詳細はP33〜P34をご参照ください。

日本 留 学 試 験 利 用 入 学 試 験

注意事項

【重要】
※出願資格が他の入学試験と異なります。
出願時に「留学」の在留資格があり、在留期間が2019年4月30日以降であることが出願の追加条件です。
※複数の科目を受験した場合、
「日本語」以外で一番高得点となった1科目の得点を採用します。

●独立行政法人

日本学生支援機構
（JASSO）
が主催する日本留学試験
（EJU）
の試験結果と本学への提出書類のみで実施する

入学試験です。

●日本留学試験
（EJU）
を2018年6月または2018年11月の試験にて、
「日本語」以外に1科目以上受験する者が対象。
※日本語力の審査のため、
「日本語」
は必ず受験してください。

●判定に使用する科目の点数は、
日本留学試験の6月または11月のいずれか一方のみの試験の成績を使用します。
いずれの試験の成績を使用するかについては、
出願時の願書に記載してください。
6月および11月の両方の試験の成績を利用することはできませんので、
ご注意ください。
※両方の受験票コピーを提出した場合11月分を採用します。

●日本留学試験の｢日本語｣の成績は、6月または11月のいずれか一方の試験時のものを使用します。
科目ごとに、6月または11月の試験結果を個別に指定できませんので、
ご注意ください。

●出願時に日本留学試験の受験票または成績通知書のコピーを願書と一緒に提出してください。
提出するのは願書で指定した試験
（6月または11月のいずれか一方）
のものです。提出時に間違えないようにしてください。

●本学独自の試験は行いませんが、受験番号等を通知するため、受験者に受験票を送付します。
合否通知到着まで保管してください。
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エントリー ・ 出 願 に つ い て
エントリー・出願資格

※夏期および秋期コミュニケーション入学は、体験授業後の出願になります。

①外国籍を有し、外国において12年以上の学校教育課程を修了した者、
または2019年3月までに修了見込みの者。
②外国籍を有し、上記と同等の学力があると認められる者。
③外国籍を有し、
日本の高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、
または2019年3月までに卒業見込みの者。
上記①〜③のいずれかに該当する者で、
かつ、
下記の条件を満たしている者。
●独立行政法人 日本学生支援機構
（JASSO）
が主催する日本留学試験
（EJU）
の｢日本語｣を2018年6月または2018年11月に受験する者。
●日本国際教育支援協会
（JEES）
が主催する日本語能力試験
（JLPT）
のN2レベル以上を2018年7月に受験する者
（12月は対象外です）
。
※いずれかの試験を受験することが出願条件です。
ただし上記③に該当する者は日本語試験は免除します。

●入学後、授業を受けるに十分な日本語能力を有する者。
●以下の資格を有する
（見込みの）
者。
〈日本国内より応募の場合〉 出願時に
「留学」の在留資格を有し、
入学に際し
「留学」の在留資格が得られる者。
〈日本国外より応募の場合〉 入学に際し
「留学」の在留資格が得られる者。

【重要】
『日本留学試験利用入学試験』
のみ、
出願資格が他の留学生入学試験と異なります。出願時に、在留期間が2019年4月30日以降まである
「留学」の在
留資格があることが出願の追加条件です。
●2019年4月1日までに18歳に達する者。

【入学取り消しについて】
2019年3月31日までに上記資格を満たすことができなかった場合、
入学許可後であっても入学許可を取り消します。

エントリーまたは出願に関する提出書類について
●証明書類は6ヵ月以内に発行されたものを提出してください。
●日本語、英語以外で書かれた書類には必ず翻訳文を添付してください。
●翻訳文には公的機関または在籍している日本語学校で翻訳文が正確なものであるという証明を受けてください。
●民間の翻訳所などによる証明は不可です。
なお、
翻訳文には翻訳者氏名、
所属および翻訳者の捺印／署名が必要です。
※翻訳文の作成は日数がかかるので、
早めに書類をとりよせて準備を始めてください。

【エントリー書類・入学願書等 記入上の注意】
※これらの書類に記載された内容は本学の入学選考だけでなく、在留資格認定証明書の交付申請書類作成のための重要な資料になります。
事実のとおり正確に記入してください。
※事実と異なる記載があった場合、不合格とします。また、入学許可後に事実と異なる記載のあることが判明した場合、入学許可を取り消します。
※漢字で書く場合は楷書で、英字の場合はブロック体で丁寧に書いてください。
※エントリー書類・願書内の日付はすべて西暦で、年―月―日の順で書いてください。西暦以外の年号は使わないでください。
※エントリー書類・願書に記載された個人情報は本学の入学審査、授業対応、学生指導および入国管理局への在留資格認定証明書交付申請以外の目的では利用しません。

夏期・秋期コミュニケーション入学のエントリー時に必要なもの
以下の1〜4のエントリー書類等一式を取り揃え、
本学所定のエントリー用封筒を使用し、
簡易書留速達または持参にて提出してください。
※持参の場合…入学課窓口
（人間館中2Ｆ）受付時間 月〜土 9:00〜17:00〈日・祝休〉

1 外国人留学生エントリー用紙一式（エントリー申込書２種類＋志望理由書 いずれも当募集要項に同封）
必ず所定の用紙を使用してください。記入にあたっては、
誤記や記入もれのないよう注意してください。
留学生の方は、
２種類のエントリー申込書があります。両方のエントリー申込書と指定された書類を、
期日までに全て提出すればエントリーが完了となります。
※機械処理用のエントリー申込書のみの提出ではエントリー完了ではありません。
ご注意ください。
※出願時の入学願書提出に備え、機械処理用でない方のエントリー申込書は、提出前に各自でコピーをしておいてください。

2 写真（機械処理用と合わせて２種類のエントリー用紙に 同じ写真を貼付 のこと）
上半身、
脱帽、
正面、背景なし、
縦4㎝×横3㎝で枠なし、
出願3ヵ月以内に撮影したもので、
写真の裏面に氏名・志望コースを記入してください。
スナップ写真・カラーコピー・プリンターから出力したものは不可です。

3 在留カード（または外国人登録証明書）の両面のコピー
4 高等学校（後期中等教育機関）の卒業（見込）証明書（コピー不可）
大学入学資格確認のため、
高等学校の卒業証明書を提出してください
（6ヵ月以内に発行されたもの）
。
※中華人民共和国出身者で小学校入学時の年齢が 5 歳の場合は、小学校と中学校（初中）の在籍期間が明記されている卒業証明書をあわせて提出してください。（既に在留資格を得て
日本国内に居住している方は不要）
※日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。
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出願時に必要な書類
P25①❶‐1〜P26④❹‐3の出願書類一式を取り揃え、
本学所定の出願用封筒を使用し、
簡易書留速達または持参にて提出してください。
※持参の場合・
・
・入学課窓口
（人間館中２Ｆ）
受付時間 月〜土9:00〜17:00
（日・祝休）

①出願に関する書類

1 1 外国人留学生入学願書（２種類）
それぞれの入試ごとに用紙が異なります。必ず所定の用紙を使用してください。記入に当たっては、
記入もれや間違いのないよう注意してください。
（夏期・秋期コミュニケーション入学で
「出願可」
となり出願する場合、
入学願書は１種類のみです。願書は出願可通知に同封して、
郵送します。）

1 2 志望理由書
第三者による翻訳は不可。志願者本人が全て日本語で記入してください。枚数が足りない場合は用紙をコピーして使用してください。
●夏期コミュニケーション入学および秋期コミュニケーション入学において
「出願可」
となり出願する受験者は、
エントリー時に提出している為、
出願時の提出は不要です。

1 3 写真（２種類の入学願書に同一の写真を貼付のこと）
上半身、
脱帽、正面、背景なし、縦4㎝×横3㎝で枠なし、
出願3ヵ月以内に撮影したもので、
写真の裏面に氏名・志望コースを記入してください。
スナップ写真・カラーコピー・プリンターから出力したものは不可です。

1 4 検定料納付票
入試ごとに所定の検定料を納入してください。納入には
「本学所定の振替用紙」
を使用し、
これに必要事項を記入のうえ、
郵便局またはゆう
ちょ銀行の窓口にて払い込んでください。
（ATMは使用できません）
なお、一旦納入された検定料は返還できません。
払い込みの際は受付局日附印のある
「振替払込受付証明書
（お客さま用）
」
を必ず受け取り、
「機械処理用の入学願書」の所定の位置に貼付
してください。受付局日附印のないもの、
「振替払込受付証明書」
を使用していないもの、
および貼付されていないものは無効です。
なお、
「振替
払込請求書兼受領書」
は領収書となりますので大切に保管してください。
※日本国外から出願の方は、事前に入学課までご相談ください。
●夏期・秋期コミュニケーション入学を受験した方は、
公募制推薦・一般・日本留学試験利用入学試験の検定料は不要です
（欠席者を除く）
。
エントリー結果通知送付時にご案内した
「検定料免除票」
を貼付してください。

【重要】
入試ごとに出願書類は全ての書類を提出してください。封筒も入試ごとに別で提出してください。

②出願資格に関する書類

2 1 パスポートの氏名および顔写真が記載されたページのコピー
パスポートの氏名および顔写真が記載されたページのコピー
（出願時点で最新のもの）
を提出してください。

2 2 在留カード（または外国人登録証明書）両面のコピー
●夏期コミュニケーション入学および秋期コミュニケーション入学において
「出願可」
となり出願する受験者は、
エントリー時に提出している為、
出願時の提出は不要です。

2 3 高等学校（後期中等教育機関）の卒業（見込）証明書（コピー不可）
※6ヵ月以内に発行されたものに限る。
※日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。
大学入学資格確認のため、
高等学校の卒業証明書を提出してください。
※中華人民共和国出身者で小学校入学時の年齢が５歳の場合は、小学校と中学校
（初中）
の在席期間が明記されている卒業証明書をあわせて提出してください。
（既に在留資格を得て日本
国内に居住している方は不要）
※日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。

●夏期コミュニケーション入学および秋期コミュニケーション入学において
「出願可」
となり出願する受験者は、
エントリー時に提出している為、
出願時の提出は不要です。

2 4 高等学校（後期中等教育機関）の成績証明書（コピー不可）
※6ヵ月以内に発行されたものに限る。
※日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。
入学年度から卒業年度まで、
学期ごとに成績状況が記載されているもの。
日本の高等学校で修得した科目がある場合は、
あわせて当該高等学校の成績証明書を提出してください。
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③留学経費に関する書類

3 1 留学経費支弁誓約書 ※留学経費支弁者が直筆で記入のこと。代筆不可。
所定の用紙に記入してください。
※「経費を支弁する」
とは、
志願者が本学を卒業するまでの期間、
本人が学業を続けられるだけの学費と生活費をあわせた相当額の金銭的援助を定期的
に行うことです。一般的には親族や相当程度の親密な間柄でなければ困難と思われます。身元保証人ではありませんのでご注意ください。

3 2 志願者本人と留学経費支弁者の関係を明らかにする書類
※日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。
以下の区分により、必要な書類を提出してください。
・留学経費支弁者が親族の場合・
・
・提出は不要です
・留学経費支弁者が親族でない場合・
・
・志願者と留学経費支弁者との関係や支弁する理由について、
事情が詳しくわかる書類

3 3 留学経費支弁者の職業を公的に証明する書類（コピー不可）
※日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。
在職証明書、
登記簿謄本
（法人役員の場合）
、営業許可書
（自営業の場合）
など。
※自営業で営業許可書が1回しか発行されない場合や営業に許可を受ける必要のない業種の場合、確定申告の控え
（税務署の受付印があり、屋号、経
営者名のあるもの）
や主要取引先からの取引証明書などを提出してください。

3 4 留学経費支弁者の年間の所得などを公的に証明する書類（コピー不可）
※6ヵ月以内に発行されたものに限る。
※日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。
上記『❸-1留学経費支弁誓約書』
に記載された内容の前提となる公的書類一式を提出してください。提出書類は
『❸-1留学経費支弁誓約書』の記載
内容により異なりますが、留学経費支弁者の年間所得証明書や、銀行の預金残高証明書などになります。
ご提出いただいた書類以外に、別の書類の提
出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

④日本語審査に関する書類

4 1 日本語教育施設入学時から2018年9月までの出席状況証明書 （日本語教育施設に在籍していない方は不要）
日本語学校等の日本語教育施設に在籍中の方は、
日本語教育施設にて記入された本学所定の
「出席状況証明書」
（出願書類に在中）
を提出してください。
夏期コミュニケーション入学を受験した方は2018年7月までの出席状況証明書を提出し、後日、2018年9月までの出席状況証明書を11月16日
（金）
【必
着】
で再度提出してください。再提出用の用紙は願書受領書送付時に同封します。

4 2 日本語教育施設入学時から2018年9月までの成績証明書および修了見込証明書

（日本語教育施設に在籍していない方は不要）

日本語学校等の日本語教育施設に在籍中の方は提出してください。
（いずれもコピー不可）
夏期コミュニケーション入学を受験した方は2018年7月までの成績証明書のみ提出とし、後日、2018年9月までの成績証明書と修了見込証明書を11月
16日
（金）
【必着】
で提出してください。

4 3 2018年度日本語試験の通知書類 （下記の日本語試験のうちいずれか一つの書類を提出してください）
下表のとおり、該当する書類を郵送
（簡易書留速達）
にて提出してください。
なお、
期日までに提出がない場合、
判定不能により不合格となります。
通知書の種類
試験の種類

日本語能力試験7月受験の場合

日本留学試験6月受験の場合

日本留学試験11月受験の場合

認定結果および成績に関する証明書（原本）

受験票のコピー

受験票のコピー

2018年11月16日
（金）
【必着】

出願時に提出

2018年11月16日
（金）
【必着】

出願時に提出

出願時に提出

夏期コミュニケーション入学（体験授業型AO入試）
［A日程・B日程］
秋期コミュニケーション入学
（体験授業型AO入試）
公募制推薦入学試験
一般入学試験
出願時に提出
面接型入学試験
［Ⅰ期・Ⅱ期］
日本留学試験利用入学試験

−

※日本留学試験利用入学試験に出願する場合は6月か11月どちらか一方のみ提出してください。
※日本留学試験において6月と11月両方の提出があった場合、
すべて11月を採用しますのでご注意ください。
※日本語能力試験の「認定結果および成績に関する証明書」
は本人に通知されたハガキではありませんので、
あらためてJEESに請求してください。
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注意事項
出願上の注意
項目

注 意 事 項
入学願書は各入学試験ごとに提出してください。用紙・記載内容が異なりますので、願書記入例
（P29）
を参照し記入してください。
出願書類に不備がある場合は受理できません。
また一旦受理した出願書類および検定料は、
理由のいかんに関わらず返還いたしません。

出願書類

出願書類受理後の志望順位、志望コース、受験科目など、試験に関わる内容の追加や変更は認めませんので、
提出前によく確認してください。
住所・電話番号等の個人情報に変更が生じた場合は、必ず入学課に連絡してください。

変更
個人成績開示

本学では、公募制推薦・一般入学試験において、受験生全員に対して個人成績を開示します。開示方法は、合格発表日に特定記録郵便にて本学
より郵送
（投函）
します。

旧字体

氏名、
住所等に旧字体が含まれている場合は、
常用漢字の代替文字にて対応させていただく場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

個人情報

本学では個人情報保護の重要性を認識し、個人保護に関する法令を遵守するとともに、適法かつ適正に個人情報を取り扱います。
個人情報については、入学手続後、
個人を特定しない統計資料作成のみに使用します。

入試作品

入試作品を本学の入試資料に掲載したり、
公に展示したりすることがあります。
あらかじめご了承ください。

受験上の注意
受験票
試験会場
その他の注意

受験票は郵便にて発送します。発送時期は出願締切日以降となる場合があります。
試験の3日前になっても受験票が届かない場合は、入学課にお問い合わせください。
試験会場までの順路、
交通機関、
所要時間は、
P30〜P31の案内図を参照してください。
また、
試験会場へは公共交通機関をご利用ください。試験教室、
その他の必要事項は試験当日に掲示等にてご案内します。
項目

注 意 事 項

受験票

受験票は必ず携行し、試験時間中は所定の場所に提示してください。
試験当日に忘れた場合は、
案内所に申し出て仮受験票の発行を受けてください。

持参物

当募集要項に記載してある、試験科目ごとの使用可能用具
（携行品）
を持参してください。忘れた場合でも貸出は行いません。

遅刻

入構禁止日時
入構時間
服装
携帯電話類

試験開始時刻より20分以上遅刻の場合は、試験放棄
（欠席）
とみなし受験できません。受験対象となる20分以内の遅刻者
に対し試験時間の延長は行いません
（気象災害や公共交通機関による遅れであっても、
試験時間の延長は行いません）
。
ただし、代替の交通機関がない状況で、特定の公共交通機関が20分以上運転見合わせし、
その結果、試験会場到着が20
分以上遅れる場合は受験を認める場合があります。直ちに入学課へ電話連絡し、
「遅延証明書」
を持参してください
（事後提
出も可）
。
なお、
バス・タクシー・自家用車の渋滞等による遅れは対象となりません。
各試験ともに、試験の前日は会場内への立ち入りを禁止する時間帯があります。
試験当日の入構は、
京都会場は8:30、地方会場は9:00からです。 試験開始20分前には、着席してください。
服装は自由です
（合否判定には一切関係ありません）
。上履きも必要ありません。
試験時間中は電源を切り、
かばん等にしまってください。身につけていた場合は不正行為とみなします。
万が一、
試験時間中に携帯電話が作動した場合は、
監督者が試験会場外へ持ち出し、試験終了まで保管します。

時計

試験会場に時計はありませんので、
必ず時計を持参してください。携帯電話類を時計代わりに使用することは認めません。

昼食

京都会場
（本学）
：学生食堂の営業を行います。弁当持参も可です。
地方会場：会場近隣の飲食店をご利用ください。弁当持参の場合、会場内で昼食場所を設けます。

不正行為
付添者

受験に際し、不正行為、
周囲に迷惑のかかる行為等があった場合は、受験の停止を命じます。
京都会場のみ、
受験者の付添者の入構を認めます。
ただし試験教室に入ることは禁止です。
付添者には、
入構許可証を案内所で発行しますので必ず携行の上、
ラウンジ等をご利用ください。

受験のための宿泊

JTBを通じてご紹介しています。P32を参照してください。

学外での配布物

試験当日、
学外
（敷地外）
で配られる案内やビラは、本学とは一切関係がありません。
また、
本学周辺や駅周辺において有料で合否通知を行う業者がいる場合がありますが、
本学とは一切関係がありません。

入学試験におけるインフルエンザの対応について
試験当日、学校保健安全法および学校保健安全法施行規則で出席の停止が定められている感染症インフルエンザに羅患し治癒していない場合は、他の受
験生等への感染のおそれがありますので、受験はできません。
尚、インフルエンザの完治は感染発症後 5日および解熱後 2日経過してからとされています。また、試験当日に欠席をした場合は、理由の如何を問わず追試
験の実施や検定料の返金はいたしません。

身体に障がいのある方の受験について
身体に障がいがあり、受験および就学に際して特別な配慮が必要な場合は、
出願前に必ず入学課に連絡し、
面談を受けてください。
⑴ 面談の申し込みは、各入学試験実施日の1ヶ月前までに行ってください。本学より面談に必要な書類を送付します。
⑵ 面談までに
「面談申込書」
（本学所定）
と
「診断書」
を提出してください。
（主治医の所見等の提出を求める場合があります。）
⑶ 受験において特別配慮が可能となるのは京都会場
（本学）
のみです。

【お問い合わせ先】 入学課フリーダイヤル 0120-591-200
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エントリー 申 込 書 の 記 入 方 法
※秋期コミュニケーション入学のエントリー申込書は、以下の記入例とは異なる箇所がありますので、ご注意の上記入例を参考に記入してください。

都道府県はコード番号を
記入してください。

住民票に記載されてい
る漢字を使用してくだ
さい。
カナ表記は濁音、半濁
音も含めて1マスで記入
してください。

࡚ࠠ࠙࠱࠙

ࡂ࠽ࠦ

੩ㅧ

⧎ ሶ

  






写真貼付
3ヶ月以内に撮影したもの
縦4㎝×横3㎝
カラー／背景なし／正面上半身脱帽

 





੩ㇺᏒᏀ੩
住所1：市区郡
住所2：町村・地区名・番地など
住所3・4：マンション名・部屋番
号などを記入してください。

ർ⊕Ꮉⅶ↢ጊ     
ࡠ࡞ࡑࡦ࡚ࠪࡦർ⊕Ꮉ㧜ภ㙚

お持ちの方は 1 、
お持ちでない方は
2を記入してくだ
さい。



1 〜 4 を選択して
記 入し てくだ さ
い。



㧛㧛㧚㧛ภ

カード番号を記入
してください。

࡚ࠠ࠙࠱࠙

࠲ࡠ࠙

੩ ㅧ
緊急連絡先は保護者の方
の携帯番号など申し込み者
とは別に連絡先を記入して
ください。

在留期限を記入し
てください。

ᄥ ㇢

例：2019年10月15日

 



年

月

※数字が一桁の月日は、
十の位に「0」を記入して
ください。

A・B日程でエントリーをす
る方は第1志望、第2志望を
記入してください。
※1日程のみの方は第1志望
に記入してください。

 



 




油画コースをエントリーさ
れる方は授業科目を選択し
てください。

■記入文字表
■西暦対応表
生年

卒業年

2000 年

平成 12 年

2019 年

平成 31 年

1999 年

平成 11 年

2018 年

平成 30 年

1998 年

平成 10 年

2017 年

平成 29 年

※早生まれ
（1/1 〜 4/1生まれ）
の方はご注意ください。
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日

入学願書の記入方法
※面接型入学試験、日本留学試験利用入学試験の願書は、以下の記入例とは異なる箇所がありますので、ご注意の上記入例を参考に記入してください。
カード番号を記入
してください。

在留期限を記入し
てください。
例：2019年10月15日

1 〜 4 を選択して
記入してください。

年

お持ちの方は1 、お持
ちでない方は2を記入
してください。

2019年度

京都造形芸術大学 外国人留学生公募制推薦入学試験 入学願書

2019年度

京都造形芸術大学 外国人留学生一般入学試験 入学願書

【出願期間：2018年10月15日（月）〜11月1日（木）必着】

整理
番号

整理
番号

名
（濁点・半濁点も含めて1マスに記入）

姓

写真貼付欄

名

੩ ㅧ

⧎ ሶ
日

1：男
2：女

7ケタで記入

 
都道府県
コード

市内局番を左づめで記入

市外局番を左づめで記入

番号を左づめで記入







検定料免除票

月

別

年

郵便番号

性

生年月日 電話番号① 住所１

  





1：貼付する

住所 ２



町・村（濁点・半濁点も含めて 1 マスに記入、また数字も1 ケタずつ 1 マスに記入）

マンション名・号室等
（濁点・半濁点も含めて 1 マスに記入、また数字も1 ケタずつ 1 マスに記入）

ࡠ࡞ࡑࡦ࡚ࠪࡦർ⊕Ꮉ㧜ภ㙚

連

漢字
名

名

絡

੩ ㅧ



3：短期滞在

20

年

月

日

ᄥ ㇢

先

電話番号②

市外局番を左づめで記入

市内局番を左づめで記入



志

望

内

容

記

入

第二志望

1：京 都（本学） 4：岡 山



2：東 京

5：福 岡

3：名古屋

 

欄
選択科目
︵午後︶

※下記のコースコード表参照

但し、
夏期あるいは秋期コミュニケーション入学
において体験授業を受講した方は、
検定料が
無料となりますので、
各コミュニケーション入学
結果通知に同封の
「検定料免除票」
を貼付し
てください。

※上記電話番号①と同じ番号
は不可

選択科目
︵午前︶

試験地

志望コース

試験区分

 

●受付局日附印のないものは無効です。
●証明書を貼付せずに郵送した入学願書は無
効です。
●検定料
1コースのみ出願
35,000円
2コースを併願
40,000円

番号を左づめで記入

 

D：外国人留学生
一般入学試験

●所定の
「振替払込受付証明書」
を使用してい
ないものは無効です。

2：人文知識・国際業務

︿山折りで折り曲げる﹀

急

名
（濁点・半濁点も含めて 1 マスに記入）

࠲ࡠ࠙

姓

在留期限

緊

カタカナ
氏

姓
（濁点・半濁点も含めて 1 マスに記入）

࡚ࠠ࠙࠱࠙

C：外国人留学生
公募制推薦入学試験

注意

1：留学生

4：その他

㧛㧛㧚㧛ภ

貼付欄（この部分にのりを付ける）

2：持っていない

番号

住所 ４

マンション名・号室等
（濁点・半濁点も含めて 1 マスに記入、また数字も1 ケタずつ 1 マスに記入）

振替払込受付証明書
（お客さま用）
を貼付して
ください。

1：持っている

持っている方は以下記入してください
在留資格

住所 ３

①点線部分以外は折り曲げないこと︒

③枠内に楷書ではっきり記入すること︒

⑤間違えた場合は︑修正ペンで丁寧に修正して記入すること︒

ർ⊕Ꮉⅶ↢ጊ     

※記入不要

●所定の振替用紙に必要事項を記入の上
検定料を払込み、
受付局の日附印が押された
「振替払込受付証明書（お客さま用）」
を貼
付してください。
「振替払込請求書兼受領証」
は領収証となりますので大切に保管してください。

在留カード/外国人登録証明書について

੩ㇺᏒᏀ੩

上記連絡先とは別の連絡先を記入のこと
（※受験者以外の氏名・連絡先を記入してください）

%

0：貼付しない

市・区・郡（都道府県名は記入不要、濁点・半濁点も含めて 1 マスに記入、また数字も1 ケタずつ 1 マスに記入）

第一志望

受験する試験を選んで該当
する英文字を記入してくだ
さい。

１. 半身脱帽、正面背景なし
２. 縦4cm×横3cm、枠なし
３. 最近3ヶ月以内に撮影した
もの
４. カラー・モノクロいずれで
も可
５. 写真裏面に氏名･受験学
科・コース名を記入し裏面
のり付

︿切り離さないこと﹀

ࡂ࠽ࠦ

࡚ࠠ࠙࠱࠙

漢字

受験者氏名

カタカナ

②下書きをして確認後︑黒ボールペンで記入すること︒

④募集要項を参照しながら丁寧に記入すること︒

住所1：市区郡
住所2：町村・地区名・番地など
住所3・4：マンション名・部屋番
号などを記入してください。

直接機械で読み取るので

住民票に記載されてい
る漢字を使用してくだ
さい。
カナ表記は濁音、半濁
音も含めて1マスで記入
してください。

姓
（濁点・半濁点も含めて1マスに記入）

日

入学検定料納付票

※記入不要

【出願期間：2019年1月7日（月）〜1月16日（水）必着】

記入上の
注 意

月

※数字が一桁の月日は、
十の位に「0」を記入して
ください。

0：受験しない



1：国語・英語
2：鉛筆デッサン−静物
3：鉛筆デッサン−手

試験会場を選んで該
当する数字を記入して
ください。

0：受験しない



1：小論文
2：鉛筆デッサン−静物
3：鉛筆デッサン−手

※下記のコースコード表参照

●試験区分を選択して英文字を記入してください。
例）一般入学試験

●試験地を選択して数字を記入してください。

D

例）京都

1

試験科目を選んで該
当する数字を記入して
ください。

注意！ 願書に不備がある場合、受験できないことがあります。また、願書受理後の志望内容の変更は一切できません。

志望コースおよび都道府県コードについては下記コード表から選んで記入してください。
コ
学

科

美術工芸

マンガ
キャラクターデザイン
情報デザイン
プロダクトデザイン

ー

ス

コ ー ス
日本画
油画
写真・映像
染織テキスタイル
総合造形
基礎美術
ストーリーマンガ
キャラクターデザイン
ビジュアルコミュニケーションデザイン
イラストレーション
クロステックデザイン
プロダクトデザイン

コード
01
02
03
04
05
06
11
16
21
22
23
26

〈切り離さないこと〉

コ

ー

ド
学

表

科

空間演出デザイン
環境デザイン
映画
舞台芸術
文芸表現
アートプロデュース
こども芸術
歴史遺産

都
コ ー ス
空間デザイン
ファッションデザイン
建築・インテリア・環境デザイン
映画製作
俳優
演技・演出
舞台デザイン
クリエイティブ・ライティング
アートプロデュース
こども芸術
文化財保存修復・歴史文化

コード
31
32
36
41
42
46
47
51
56
61
66

〈山折りで折り曲げる〉

01：北海道
02：青 森
03：岩 手
04：宮 城
05：秋 田
06：山 形
07：福 島
08：茨 城
09：栃 木
10：群 馬
11：埼 玉
12：千 葉

道

府

13：東 京
14：神奈川
15：新 潟
16：富 山
17：石 川
18：福 井
19：山 梨
20：長 野
21：岐 阜
22：静 岡
23：愛 知
24：三 重

県

コ

ー

25：滋 賀
26：京 都
27：大 阪
28：兵 庫
29：奈 良
30：和歌山
31：鳥 取
32：島 根
33：岡 山
34：広 島
35：山 口
36：徳 島

ド
37：香 川
38：愛 媛
39：高 知
40：福 岡
41：佐 賀
42：長 崎
43：熊 本
44：大 分
45：宮 崎
46：鹿児島
47：沖 縄
99：その他

︿切り離さないこと﹀

志望するコースコードを記
入してください。

〈切り離さないこと〉

〈山折りで折り曲げる〉

︿山折りで折り曲げる﹀

振替払込受付証明書︵お客さま用︶を貼付欄に貼ってください︒

●上記住所欄には日本国内の連絡先住所を記入してください。
（受験票はこの住所へ送付します。
）

●選択科目
・選択科目は午前と午後から1 科目ずつ選んでください。
1 科目のみでも構いません。
・午前と午後で同じ科目を選ぶことはできません。

【払込取扱票】
検定料振込用紙

29

試験会場
京都会場〈京都 瓜生山キャンパス〉

地下鉄北大路

叡山電鉄叡山本線

すべての
入学試験を
実施

北大路通

N

高野
川

川
賀茂

地下鉄烏丸線

京都造形芸術大学
瓜生山キャンパス

叡山電鉄茶山
上終町京都造形芸大前
北白川別当町

京阪出町柳

今出川通

白川通

東大路通

川端通

鴨川

河原町通

烏丸通

堀川通

丸太町通

御池通
地下鉄東西線

三条通
京阪三条

阪急電鉄京都線

阪急河原町

京阪本線

四条通

国道１号線

五条通

JR線

京都駅

至大阪

至大津

■JR「京都駅」より
カミハテチョウ

A1のりば・市バス５系統/岩倉行「上終町京都造形芸大前」下車
（所要時間約50分）

■地下鉄「北大路駅」
（北大路バスターミナル）
より
カミハテチョウ

赤Bのりば・市バス204系統循環

銀閣寺方面「上終町京都造形芸大前」下車
（所要時間15分）

（※地下鉄北大路駅へは地下鉄京都駅より15分）

■京阪「出町柳駅」より
カミハテチョウ

市バス上終町３系統/上終町京都造形芸大前行「上終町京都造形芸大前」下車
（所要時間約15分）
（※バス停は今出川通沿いです）
チャヤマ

叡山電車
（京阪出町柳駅乗りかえ） 茶山駅下車、徒歩約10分

■阪急「河原町駅」より
カミハテチョウ

河原町Hのりば・市バス５系統/岩倉行「上終町京都造形芸大前」下車
（所要時間約30分）
カミハテチョウ

河原町Gのりば・市バス上終町3系統/上終町京都造形芸大前行「上終町京都造形芸大前」下車
（所要時間約30分）
※所要時間はあくまで参考としての標準時間です。天候や交通事情により変わりますのでご注意ください。
※本学には駐車場がありません。車・バイクでの来学はご遠慮ください。

自宅
（滞在場所）
から試験会場までの経路は必ず事前に確認してください。

30

東京会場︿京都造形芸術大学 外苑キャンパス﹀

慶応義塾大病院
JR総

武線

信濃町

至
四
ツ
谷

国立競技場駅
首都高速4号新宿線
国立競技場

面接型
（Ⅰ期）

青山通り

大名古屋ビル

ンター
国際セ

桜通線

桜通

交番

HONDA

地下鉄

N

ウインク
あいち

屋

名古

ミッドランド
スクエア
名鉄百貨店

近鉄パッセ

山線

鉄東

地下
錦通

通り

広小路

公募制推薦

試験区分

○
名古屋市中村区名駅4丁目4-38

F﹀

JR「名古屋駅」桜通口より
ミッドランドスクエア方面徒歩5分/
ユニモール地下街5番出口徒歩２分

一般入学
試験会場

●ビッグカメラ
駅前
●高島屋

J
R
名
古
屋
駅

ミッドランド
スクエア
名鉄百貨店

近鉄パッセ

錦通

山線

鉄東

地下

通り
広小路

一般

試験区分

○

所在地

名古屋市中村区名駅4-10-25（名駅IMAIビル6F）
JR「名古屋駅」
より徒歩5分/
名鉄・近鉄「名古屋駅」
より徒歩2分

アクセス

●
岡山ワシントンホテルプラザ

ホテルグランヴィア岡山

●アークホテル岡山

岡山シティホテル桑田町
別館３F

N

公募制推薦

一般

○

○

パピヨン２４

福岡銀行
日産
眼科

地
下
鉄
箱
崎
線

レガロ
福岡

木村外科

誠十字病院

出光

N

法性寺

24

試験区分
所在地

岡山市北区桑田町2−21
JR「岡山駅」東口より徒歩約7分

市民体育館
千
代
県
庁
口
駅

3F﹀

アクセス

N

AP名古屋.
名駅

千代郵便局

●ドレミの街
路面電車

●イオンモール岡山

所在地

地下鉄

屋

福岡会場︿パピヨン

岡山会場 ︿岡山シティホテル桑田町別館3F﹀

東口

ホテルメルパルク岡山
●

ンター
国際セ

桜通線

桜通

ビッグ
アップル

岡
山
駅

●

大名古屋ビル

名古

西口

試験区分

JR総武線「信濃町駅」
より改札を左折、徒歩5分
東京メ
トロ半蔵門線・銀座線・都営地下鉄
大江戸線「青山一丁目駅」0番出口より、
徒歩約10分

アクセス

外苑駅前

銀座線
東京メトロ

●
岡山シティホテル
桑田町

○

東京都港区北青山1-7-15

N

蔵門線

東京メトロ半
半蔵門線
東京メトロ

アクセス

所在地

青山中学校
青山一丁目駅
（0番出口）

面接型
（Ⅱ期）

○

都
営
地
外
下
苑
鉄
東
大
通
江
り
戸
線

明治神宮
球場

所在地

○

外苑キャンパス

外
苑
西
通
り

J
R
名
古
屋
駅

一般

○

試験区分

明治記念館

正門

公募制
推薦入学
試験会場

公募制推薦

明治神宮外苑にこにこパーク

聖徳記念絵画館

名古屋会場︿コンベンションルーム AP名古屋 ．
名駅6F﹀

名古屋会場︿愛知県産業労働センター ウインクあいち
13

千駄ヶ
谷

至
新
宿

アクセス

公募制推薦

一般

○

○

福岡市博多区千代1-17-1
地下鉄「千代県庁口駅」
４番出口直結
西鉄バス停「千代町」下車すぐ
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180 2 2 4

宿泊案内
宿泊設定日（出発日）について

取消料

夏期コミュニケ―ション入学
【A日程・B日程】

面接型入学試験【Ⅰ期】・公募制推薦入学試験

2018 年 8月4日
（土）
〜8月7日
（火）

2018 年 11月14日
（水）
・11月15日
（木）

秋期コミュニケ―ション入学

面接型入学試験【Ⅱ期】・一般入学試験

2018 年 9月29日
（土）
・9月30日
（日） 2019 年 1月30日
（水）
・1月31日
（木）

宿泊施設について

取消日

取消料（おひとり様）

旅行開始日の前日 1）6 日目にあたる日以前の解除
から起算してさか 2）5 日目にあたる日以降の解除（3 〜 5 を除く）
のぼって
3）3 日目にあたる日以前の解除（4 〜 5 を除く）
4）当日の解除（5 を除く）
5）旅行開始後の解除または無連絡不参加

無
料
旅行代金の 10％
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

旅行代金が期日までに支払われない時は、
当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行申込を解除したものとします。

●旅行代金は、１泊朝食事付、サービス料・税金込みの大人お一人あたりの宿泊代金です。
１名様１室利用：シングルルーム
２名様１室利用：ツインルーム
●休前日は、お一人様、一泊あたり 3,240 円の追加代金がかかります。
●下記ホテルは、朝 1 便・1 回のみ、定刻に宿泊ホテルによる送校バスをご用意します。
※送りのみで迎えはございません。送り先は大学瓜生山キャンパスのみに限ります。
※出発時間を指定することはできません。出発時間は、チェックイン時にホテルの係員よりご案内させ
ていただきます。学校までの時間は、交通事情により多少前後する事もあります。

（京都市内）ホテル名／住所

三井ガーデンホテル京都四条
京都市下京区西洞院四条下ル バス トイレ
JR 京都駅から

三井ガーデンホテル京都三条
京都市中京区三条烏丸西入ル御倉町 80 バス トイレ

S ￥14,400 T ￥11,880

面接型入学試験【Ⅱ期】
一般入学試験

S ￥13,500 T ￥10,800

夏期コミュニケ―ション入学
【A日程・B日程】

S ￥15,120 T ￥12,960

JR 京都駅から

秋期コミュニケ―ション入学

S ￥14,400 T ￥11,880

面接型入学試験【Ⅱ期】
一般入学試験

S ￥14,400 T ￥11,880

夏期コミュニケ―ション入学
【A日程・B日程】

ホテル平安の森京都

S ￥14,400 T ￥11,880

京都市左京区岡崎東天王町 51 バス トイレ

秋期コミュニケ―ション入学

S ￥15,120 T ￥12,960

面接型入学試験【Ⅰ期】
公募制推薦入学試験

S ￥18,360 T ￥18,360

面接型入学試験【Ⅱ期】
一般入学試験

S ￥14,400 T ￥11,880

JR 京都駅から

市バス 5 系統、
東天王町下車
セールス
（10 分）。
ポイント 大学へのアクセスが便利

S：シングル T：ツイン
１．京都は修学旅行･学会などで年間を通じて混んでおりますので、日によってはやむを得ず満室でお断
りする場合があります。その際は、上記記載以外の施設をご案内させて頂く場合もございます。
２．朝食及び送校サービスが不要な場合でも、特別料金のためご返金できません。ご確認の上、お申込
みください。
３．ツイン代金は、ツインルームでのお二人様利用時のお一人様あたりの代金となります。
相部屋はお受けいたしませんので、ツインルームをご利用の場合は二人様でお申し込みください。
４．夕・朝食付の旅行代金と朝食付の旅行代金の差額は各施設とも 4,200 円です。
５．個人勘定およびそれに伴うサービス料と消費税は、各自ご清算願います。
６．添乗員の同行はありません。
７．最少催行人員：１名

申込・変更・取消について
１．申込書に必要事項を記入の上、必ず郵送にてお申し込み下さい。先着順に申込みを受付けます。
（なお、
受付は受験日の所属する月の 3 ヶ月前の同日
（同日がない場合はその翌月の１日）
より開始し、ご宿泊
日の前日から起算して遡って14日に当たる日で締切りますのでお早めにお申し込み下さい。電話での
申込みは受付いたしません）
。
２．郵送でお申込みの場合、返信用に 82 円切手を同封してください。
３．予約手続き完了後、ご宿泊日の前月の同日頃より確認書を郵送にて送付いたします。ホテル名などの
予約内容の確認および代金支払方法はその確認書にてご案内いたします。
４．変更・取消に関しての連絡は、電話または FAX にて JTB 西日本団体旅行京都支店 営業 4 課 京都
造形芸術大学受験の宿デスクまでお早めにお願いいたします。
（Ｅ-mail での連絡は受付いたしませ
ん）
。
５．FAX にて変更・取消に関しての連絡を、当社の営業時間外にいただいた場合は翌日受付日とさせて
いただきます。
取消料が発生する場合がございますのでご注意ください。
６．取消の連絡がないまま宿泊をされなかった場合でも、無連絡不参加として宿泊代金全額をお支払い
いただきます。予めご了承ください。

200 円 / お一人様１泊につき
500 円 / お一人様１泊につき
1,000 円 / お一人様１泊につき

お一人様あたりの宿泊代金が 20,000 円未満
お一人様あたりの宿泊代金が 20,000 円以上、50,000 円未満
お一人様あたりの宿泊代金が 50,000 円以上

ご旅行条件（要約）

S ￥15,120 T ￥12,960

秋期コミュニケ―ション入学

地下鉄烏丸線、
烏丸御池駅下車、徒歩 1 分
（ホテルから徒 歩
セールス 四 条 烏 丸バス停
ポイント 10 分）
より、市バス 5 系統にて

1
2
3

旅行代金（お一人様／一泊朝食付）
夏期コミュニケ―ション入学
【A日程・B日程】

地下鉄烏丸線、
四条駅下車徒歩 5 分
セールス ゆったりとした大浴場が、疲れをほぐ
ポイント してくれる京情緒香る癒しのホテル。

７．京都市宿泊税について
京都市では2018年10月１日から、国際文化都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、京都市内の旅
館またはホテルに一定の金額以上の料金で宿泊した場合、宿泊税を課税することになりました。なお、本要項に
記載の宿泊料金には、京都市宿泊税は含まれておりません。お客様ご自身で、直接宿泊施設にお支払い下さい。

お申込の際は、必ず旅行条件書（全文）
をお受け取り頂き、事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。
●募集型企画旅行契約
この旅行は
（株）
ＪＴＢ西日本（大阪市中央区久太郎町 2-1-25 ／観光庁長官登録旅行業第 1768 号／以下「当
社」
という）
が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下
「旅
行契約」
という）
を締結することになります。又、旅行条件は、下記による他、別途お渡しする旅行条件書（全文）
、
出発前にお渡しする確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
●旅行のお申込みおよび契約成立
⑴お申込書に所定の事項を記入し、郵送にてお申込いただきます。当社は郵便、
その他通信手段
（以下
「電話等」
という）
により旅行契約の予約のお申込を受付することがあります。
⑵ご旅行代金は、予約確定書面手交の際、同封いたしますご明細に基づき、お支払いを願います。
⑶旅行契約は当社へのご旅行代金の入金が完了した時点で成立いたします。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018 年 2月19日を基準としております。又、旅行代金は2018 年 2月19日現在の有効な運
賃・規則基準として算出しています。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
●ご旅行代金に含まれるもの
宿泊代金（夕・朝食付：夕食・朝食を含む。朝食付：朝食を含む。いずれも税・サービス料込み）
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払戻いたしません。
（コースに含まれない交
通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。
）
●「通信契約」
を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカードの会員
（以下
「会員」
という）
より
「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受
ける」
こと
（以下「通信契約」
という）
を条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。
⑴契約成立は当社が郵便またはインターネットで旅行契約の締結の承認通知を発信したとき
（電子承認通知を利
用する場合は、その通知がお客様に到着したとき）
とします。また、申込時には
「会員番号・カード有効期限」
等を通知していただきます。
⑵
「カード利用日」
とは旅行代金等支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は
「契
約解除依頼日」
とします。
（ただし、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅
行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して７日間以内をカード利用日として払い戻します）
⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除
し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行
代金のお支払いをいただいた場合はこの限りでありません。
●個人情報の取扱について
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために
利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において宿泊機関等の提供するサービス手配及びそれ
らのサービス受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社では、
①当社及び当社
と連携する企業のサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い ③アンケー
トのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
●特別補償
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙
特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生
命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。
・死亡補償金：1500 万円 ・入院見舞金：2〜20 万円 ・通院見舞金：1〜5 万円
・携行品損害補償金：お客様 1 名につき〜15 万円
（ただし、補償対象品 1 個あたり10 万円を限度とします。
）

旅行企画・実施 並びに申込・問合せ
【旅行企画･実施】
株式会社ＪＴＢ
観光庁長官登録旅行業 第 64 号
（一社）日本旅行業協会正会員
〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11

※総合旅行業務取扱管理者とは,お客様の旅行を取
扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行
契約に関し担当者からの説明にご不明な点があればご
遠慮なく取扱管理者にお尋ね下さい。

【申込み・問合せ】
株式会社ＪＴＢ西日本団体旅行京都支店
営業 4 課京都造形芸術大学宿泊デスク
〒600-8421 京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町167 AYA四条烏丸ビル2階
TEL：075-284-0174 FAX：075-284-0154
ホームページ http://www.jtb.co.jp/shop/danryokyoto/
お問合せ時間：月曜日〜金曜日（土曜日･日曜日･祝日･年末年始除く）9：30〜17：30
総合旅行業務取扱管理者：小田 剛

申 込 書 はコピーをしてご 利 用ください 。

宿 泊 申 込 書 （お申込締切日：ご宿泊希望日の前日から起算して遡って14日に当たる日まで）
●この申込書はＪＴＢ西日本団体旅行京都支店へ直接送付してください。

年

齢

年

齢

宿泊者
氏 名

〒

性

住

別

所

男・女

同室者
氏 名

才
（

）月

（

）日より

TEL（

）

−

FAX（

）

−

（

）泊

部屋のタイプ

（

）シングル

・

（

）ツイン

※いずれかに○印をつけてください

食事条件

（

）１泊朝食付

・

（

）１泊夕・朝食付

※いずれかに○印をつけてください

上記の希望タイプで
手配が出来ない場合
宿泊施設
第一希望
※
※
※
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別

才

フリガナ

宿泊日数

性

男・女

フリガナ

希望タイプ以外のプランでの手配を

希望する

宿泊施設
第二希望

返信用切手を必ず同封してください。
宿泊施設希望欄は、必ず第三希望までご記入ください。
身体に障害をお持ちの方で、特別の配慮が必要な方はご連絡ください。

※

・

希望しない

※いずれかに必ず○印をつけてください

宿泊施設
第三希望

申込書に記載された個人情報については、お客様との間の連絡の為に利用させて頂く他、お客様が
お申し込み頂きました旅行において宿泊施設の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受
領の為に手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

合 格 発 表 （ エントリー 結 果 発 表 ）／ 入 学 手 続
合否判定
すべての入学試験にて、以下の①〜③により総合的に判定します。
①個々の入学試験の結果。
②日本語試験ー下記いずれかの日本語試験の結果。
・日本学生支援機構
（JASSO）主催の日本留学試験
（EJU）
「日本語」
（2018 年 6月または11月実施分に限る）
・日本国際教育支援機構
（JEES）主催の日本語能力試験
（JLPT）
「N2レベル以上」
（2018 年 7月実施分に限る）
③提出書類
※2コース併願し、2コースともに合格基準に達した場合は、第一志望のコースのみ合格となります。
（夏期コミュニケーション入学は2コース
「出願可」
となる場合があります）
同一コースで試験科目を変えて複数の科目を受験し、
複数の科目が合格基準に達した場合は、合格基準順位の最も高い科目が合否判定
（合格）
の対象となります。

【重要】 「留学査証」の発給を受けられなかった場合について
最終審査に合格し、必要な入学手続きを完了されれば、
「入学許可書」
を発行します。
この「入学許可書」
が発行された後で、
日
本での留学に必要な、
「留学査証」の申請手続きを日本国の入国管理局へ行うことになります。
万一、
「留学査証」の発給を受けられなかった場合、
「入学許可」
は取り消しとなります。
あらかじめご了承ください。

入学手続
入学手続は
「入学手続時納入金」
までの完納をもって完了いたします。
後期分の学費については、例年入学後の9月20日頃が納入期限となっています。
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学費
入学手続は
「入学手続時納入金」
までの完納をもって完了いたします。
後期分の学費については、
例年入学後の9月20日頃が納入期限となっています。

2019年度

学費

学科

（入学申込金）入学金

授業料

施設・設備費

美術工芸
（写真・映像除く）
マンガ
情報デザイン（クロステックデザイン除く）
空間演出デザイン
環境デザイン

200,000円
（初年度のみ）

（年間分）1,320,000円

（年間分）300,000円

（前期分

（前期分 150,000円）

200,000円
（初年度のみ）

（年間分）1,320,000円

（年間分）320,000円

（前期分

（前期分 160,000円）

200,000円
（初年度のみ）

（年間分）1,320,000円

（年間分）350,000円

（前期分

（前期分 175,000円）

660,000円）

舞台芸術
こども芸術
美術工芸
写真・映像コース

660,000円）

キャラクターデザイン
情報デザイン
クロステックデザインコース

660,000円）

映画
プロダクトデザイン
文芸表現
アートプロデュース
歴史遺産

200,000円
（初年度のみ）

（年間分）1,320,000円

（年間分）330,000円

（前期分

（前期分 165,000円）

660,000円）

200,000円
（初年度のみ）

（年間分）1,050,000円

（年間分）100,000円

（前期分

（前期分

200,000円
（初年度のみ）

（年間分）1,050,000円

（年間分）130,000円

（前期分

（前期分

525,000円）

525,000円）

50,000円）

65,000円）

注意事項
・手続締切日以降の納入は認めません。各指定期日までに手続きを行わない場合は、入学を辞退したものとみなします。
・入学手続時納入金の分納や延納の制度はありません。
・一旦納入された入学申込金（入学金）は理由のいかんに関わらず返還しません。
・入金の完了通知（入学許可書）は、各手続締切日から一週間程度で発送します。
・入学試験の種類を問わず、寄付金や学債の負担義務はありません。ただし、合格発表後に任意の寄付金を募る場合があります。
・本学の学費はスライド制を採用しています。
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入 学 後 に 必 要 とな る 教 材 ・ 機 材 に つ い て
入学後、学科・コースにより、
パソコン・ソフト・画材等を購入する必要があります。
入学予定の方に教材等の案内を大学より2019年3月に発送しますのでご確認ください。
【参考】購入機材を変更する場合があります。入学予定者には、2019年3月に大学より案内を送付します。

※同等品をお持ちの場合は新たに購入する必要はありま
せんが、特にパソコンやソフトなどは、
特別価格にて購入で
きますので、
大学での購入をお勧めします。

※Adobe CC
（アドビ クリエイティブクラウド）

学科

コース

約30,000円
約20,000円
約94,000円〜約140,000円
約100,000円

日本画

基本画材（顔料、墨、岩絵具、刷毛、参考図書など）
ノートパソコン（Win・Mac可）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）

約100,000円
約94,000円〜約140,000円
約100,000円

基本画材（油絵具、筆、パレット、画用液など）
ノートパソコン（Mac推奨）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）

※すべて新規購入の場合約70,000円

油画

写真・映像

ノートパソコン（Mac推奨）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）
デジタル一眼レフカメラ（2年次以降、制作内容によっては購入が必要）

約140,000円
約100,000円
約140,000円
約100,000円
約50,000円〜約150,000円

染織テキスタイル

染織材料セット（刷毛、スケールなど）
ノートパソコン（Mac推奨）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）
ミシン
教科書「染織演習 染」
・
「染織演習 織」

約17,000円
約140,000円
約100,000円
約30,000円
9,700円

総合造形

防塵用マスク、
グラインダー、安全靴、
その他教材
基礎教育実習費（教科書）
ノートパソコン（Win・Mac可）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）

約55,000円
約8,000円
約94,000円〜約140,000円
約100,000円

マンガ

ストーリーマンガ

キャラクターデザイン

キャラクターデザイン

マンガ画材
ノートパソコン（Win・Mac可）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/MORISAWA PASSPORT/セキュリティソフト）

※すべて新規購入の場合約10,000円

約100,000円〜約140,000円
約110,000円

デッサン用具（クロッキー帳、スケッチブック、練りゴム、鉛筆など）
ノートパソコン（Winのみ）
ソフト（履修する授業によりソフトが異なる）

約3,000円
約200,000円
約120,000円

ビジュアルコミュニケーション
デザイン

ノートパソコン（MacBook Pro）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/MORISAWA PASSPORT/セキュリティソフト）
カッティングマット、
定規、
画材など

約150,000円
約110,000円
約13,000円

イラストレーション

ノートパソコン（MacBook Pro）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/MORISAWA PASSPORT/セキュリティソフト）
ペンタブレット
カッティングマット、
定規、
画材など

約150,000円
約110,000円
約30,000円
約13,000円

ノートパソコン（MacBook Pro）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）

約220,000円
約100,000円

ノートパソコン（Winのみ）※学校指定の3DCAD対応パソコンの購入が必要です。
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト/3DCADソフト（ソリッドワークス））
製図デザイン用具（工具・防毒マスク・教材費を含む）

約220,000円
約115,000円
約65,000円

クロステックデザイン
プロダクトデザイン

昨年度参考価格

基礎美術

美術工芸

情報デザイン

教材・機材
基本道具（小刀・砥石など）
ユニフォーム（作務衣）
ノートパソコン（Win・Mac可）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）

プロダクトデザイン

空間デザイン
空間演出デザイン
ファッションデザイン

ノートパソコン（Win・Mac可）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）
カッティングマット、
定規、
資料集など

約95,000円〜約150,000円
約110,000円
約20,000円

ノートパソコン（Win・Mac可）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）
基本制作道具、
定規など
（2年次以降、授業選択によっては購入が必要）
パターンメイキングボディ
ジュエリー制作道具（２年次以降、授業選択によっては購入が必要）

約95,000円〜約150,000円
約110,000円
約20,000円
約38,000円〜約55,000円
約15,000円

ノートパソコン（Win・Mac可）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/セキュリティソフト/必要に応じMicrosoft Oﬃce）
製図用具（製図板、定規、コンパスなど）

約120,000円〜170,000円
約80,000円〜110,000円
約30,000円〜40,000円

環境デザイン

建築・インテリア・
環境デザイン

映画

映画製作
俳優

舞台芸術

演技・演出
舞台デザイン

文芸表現

クリエイティブ・
ライティング

アートプロデュース

アートプロデュース

ノートパソコン（Win・Mac可）※必須
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）

約100,000円
約100,000円

こども芸術

こども芸術

ノートパソコン（MacBook Air）
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）
デザイン用具（定規、
カッターなど）
、
木工用具など

約100,000円
約100,000円
約15,000円〜約25,000円

歴史遺産

文化財保存修復・
歴史文化

ノートパソコン（Win推奨）
ソフト（Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）※必須
ソフト（Adobe CC）※推奨（入学後に準備してください）

約95,000円〜150,000円
約50,000円
1年間 20,000円

ノートパソコン（Win・Mac可）
ソフト（Adobe CC/Microsoft Oﬃce/セキュリティソフト）

約140,000円
約100,000円

ノートパソコン（Win・Mac可）※Microsoft WordもしくはWordに相当するソフト必須
※Adobe CCを利用する場合は効率的に情報を処理するため64bitが必須です。
Adobe CCを利用しない場合、最低限Wordが利用できれば、安価な機種でも対応可です。

約30,000円〜約100,000円

ノートパソコン（Win・Mac可）※必須
ソフト（Microsoft Oﬃce最新版、セキュリティソフト）※必須
ソフト（Adobe CC）※推奨（入学後に準備してください）

約95,000円〜約150,000円
約35,000円〜約50,000円
1年間 20,000円
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留 学 生 活 の 支 援 について／ 住 宅 支 援 について
本学では大学生活に関すること、奨学金や在留資格等に関すること、悩みについてなど、
留学生が日本で留学生活をより有意義なものとできるよう、
みなさんの立場に立ったさまざまな支援を行っています。

経済援助
【学外奨学金】
・私費外国人留学生学習奨励費
（日本学生支援機構）

・
（公財）
朝鮮奨学会奨学金

・
（公財）
ロータリー米山記念奨学会奨学金

・斉藤稜兒イスラム研究助成基金奨学金

・
（公財）
平和中島財団奨学金

・
（公財）
神林留学生奨学会奨学金

・
（公財）
張鳳俊
（チャン ポンジュン）
奨学基金奨学金

・
（公財）
SGH財団奨学金

※上記の学外奨学金は年度によって、募集状況が異なる場合があります。

住宅支援について
日本で部屋を借りるときは、
保証人が必要です。京都造形芸術大学では、希望者に㈱グローバルトラストネットワークス
（GTN）
の保証プランを紹介しています。
日本国内に保証人となる人がいない外国人留学生は、
この保証人代行会社を利用することができます。

●グローバルトラストネットワークス
（GTN） http://www.gtn.co.jp/

GTN保証審査の流れ
●審査時必要書類 ※不動産会社に提出してください。

●お部屋探し〜保証の流れ

①在留カード 表・裏

①不動産会社で希望の部屋を申込みます。

②学生証

②部屋の申込書を記入する際にGTNの「保証申込書」
も必要事項を記入ください。

表・裏
（入学前の場合、
入学許可書・合格通知でも可）

③パスポートの顔写真ページ

③在留カード、学生証の表・裏、
パスポートの顔写真ページのコピーも提出してください。
④GTNから皆様に審査電話をさせていただきます。

●緊急連絡先 ※不動産会社で情報を記入ください。
①本国のご両親お１人
②日本国内の知人
（友人可。国籍不問）

⑤本国のご両親、国内の知人の方にも確認電話をさせていただきます。
※GTNからお電話が入ることを必ず事前にお伝えください。
⑥審査通過後、保証委託契約書に記名と捺印
（サインも可）
をしてください。

健康管理
留学生にとって外国の不慣れな社会で言葉もうまく通じないまま、病気やけがをすることは大変不安なことです。留学生活を充実したものにするためには、健康で
あることが第一条件となります。本学には保健センターが設置されており、
健康上の問題についてさまざまな相談を受け付けています。
なお、留学生も国民健康保険への加入が義務付けられています。

【定期健康診断の実施】
健康上の問題の早期発見と、健康の保持・増進を目的として、
毎年4月に実施しています。

【健康相談・学生相談（カウンセリング）】
専門のスタッフがいつでもみなさんの健康上の問題やさまざまな悩みなどについて、相談を受け付けています。

【国民健康保険料補助事業】
本学のある京都市には国民健康保険料の補助制度があり、
これを利用する事ができます。
京都市
（京都市在住者対象）
補助金額 月額700円
※受給には別途条件がありあます。
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Q&A

よくあ る 質 問

Q. デッサンや美術の勉強をしたことがありません。エントリーや出願は可能でしょうか。
A. 可能です。コミュニケーション入学で見せてもらうのは、体験授業に取り組む姿勢や意欲です。
公募制推薦入学試験、一般入学試験、日本留学試験利用入学試験では得意な科目を選んでください。
ただし、入学試験に使うかどうかは別問題として、
「デッサン」
を学ぶことをお勧めします。
デッサンにおいて養われる基礎造形力
（観察力や表現力、描写力、空間構成力）
は、どのコースに入学されても
大変意義のあるものだからです。

Q. コースを併願することはできますか。
A. 夏期コミュニケーション入学
可能です。２コースを併願する場合は、A日程、B日程それぞれ１コースエントリーをして体験授業を受けてください。
２コース併願をする場合は、コースの志望順位を決め、エントリー申込書に記入してください。
秋期コミュニケーション入学

コースを併願することはできません。志望するコースを１つ選んでエントリーしてください。
公募制推薦入学試験・一般入学試験・面接型入学試験・日本留学試験利用入学試験

２コース併願することができます。併願を希望する場合は、志望順位を決め、入学願書に記入してください。
併願した２コースともに合格基準に達した場合は、第１志望コースのみ合格となります。

Q. エントリー票・受験票はいつ受け取れますか。
A.

夏期コミュニケーション入学

エントリー票は体験授業初日にお渡しします。大学より事前の郵送はありません。ご注意ください。
エントリー票はエントリー結果発表まで大切に保管してください。
秋期コミュニケーション入学

エントリー申込後、体験授業までに大学より郵送します。体験授業当日は必ず持参してください。
また、エントリー票はエントリー結果発表まで大切に保管してください。
エントリー票の発送はエントリー締切日以降となる場合があります。
公募制推薦入学試験・一般入学試験・面接型入学試験・日本留学試験利用入学試験

出願後、試験日までに大学より郵送します。合否発表があるまで大切に保管してください。
受験票の発送は、出願締切日以降となる場合があります。

Q. エントリー料はいくらですか。
A. 夏期コミュニケーション入学・秋期コミュニケーション入学
エントリー料は無料です。
ただし、体験授業終了後、
「出願可」
の通知を受け取り、出願をする際には検定料 35,000 円が必要となります。

Q. 検定料はいくらですか。
A.

公募制推薦入学試験・一般入学試験・面接型入学試験・日本留学試験利用入学試験

検定料については、各試験のページをご参照ください。
※夏期・秋期コミュニケーション入学を受験した方は、公募制推薦入学試験、一般入学試験、日本留学試験利用入学試験の検定料が無料となります。
（欠席者を除く）
夏期・秋期コミュニケーション入学の結果通知に同封する
「検定料免除票」
を入学願書に貼付して出願してください。

Q. 他大学との併願は可能ですか。
A. 夏期コミュニケーション入学・秋期コミュニケーション入学
体験授業を受け、結果通知を受け取るまでは可能です。
ただし、体験授業終了後、
「出願可」
通知を受けて出願された後は、
「専願」
となります。
他大学との併願はできません。体験授業を通して
「本学へ入学を希望されるかどうか」
しっかり見極めてください。
コミュニケーション入学以外の入学試験は専願ではありません。そのため、他大学と併願することは可能です。
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Q. 体験授業を受けるときに持参するものはありますか。
A. 夏期コミュニケーション入学・秋期コミュニケーション入学
体験授業を受けるとき持参していただくものがあります。
また、コースにより注意事項などがありますので、募集要項を参照の上、各自で準備をして体験授業を受けてください。
夏期コミュニケーション入学持参物：募集要項 P06 〜 P09をご参照ください。
秋期コミュニケーション入学持参物：募集要項 P12 〜 P15をご参照ください。
【注意】
夏期コミュニケーション入学ではエントリー票の事前送付はありません。エントリー票は、体験授業初日にお渡しいたします。

Q. 受験時に必要な携行品はありますか。
A. 公募制推薦入学試験・一般入学試験
各科目ごとの受験に必要な携行品があります。試験内容（募集要項 P19）
をご参照ください。
鉛筆デッサンを受験される方は、受験時の
「携行品
（使用可能用具）」
を掲載しています。必ずご確認ください。
用具などの貸し出しはいたしません。
また、試験実施内容詳細や評価ポイント、ねらい、アドバイスも掲載していますのでご参照ください。

Q. 入学試験過去問題を見ることはできますか。入学試験結果を見ることはできますか。
A. 2018 年度入学試験の過去問題は、大学ホームページ上で公開しています。※著作権により公開できない場合もあります。
過去問題の配布は行っておりません。オープンキャンパス開催時には、前年度の入試問題の閲覧コーナーを設けています。
※2018 年度の入学試験結果も大学ホームページにて公開しています。

Q. 試験会場の下見はできますか。試験時の昼食について教えてください。
A. 試験会場の詳細は募集要項のP30、P31をご参照ください。入学試験実施会場の見学や下見はできません。
また、入学試験の会場は、試験日当日案内所にてご案内します。
試験時の昼食について
【京都会場】大学学生食堂、カフェをご利用いただけます。昼食を持参された方は昼食場所をご利用ください。
【地方会場】昼食をご持参いただくか、試験会場周辺の飲食店をご利用ください。
また、昼食時は試験会場の一部を昼食場所として設営いたします。

Q. 受験時の付添者は入場できますか。
A. 付添者が試験の会場に入ることはできません。
京都会場のみ、受験者の付添の入場を認めます。ただし、試験教室に入ることは禁止です。
地方会場には付添者の待機場所のご用意はございません。

Q. 受験のための宿泊予約はできますか。
A. 受験時の宿泊予約は、JTB 団体旅行京都支店を通してご紹介をしています。
京都市内の宿泊予約は、募集要項 P32をご参照の上、JTBへ直接お申込ください。
尚、季節により満室となる場合もあります。事前にお申込をいただきますようご案内します。
申込締切日がございますのでご注意ください。

Q. 出願書類を返却してもらうことはできますか。
A. 一旦受理した出願書類および検定料は、理由のいかんに関わらず返還いたしません。
出願書類については P25①❶‑1〜P26④❹‑3 の全てがあてはまります。
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入 学 試 験 日 程 ／その 他 の 入 学 試 験 日 程
入学試験日程
【AO 方式】
入試種別

エントリー
2018年8月1日
（水）

夏期コミュニケーション入学・Ａ日程
（体験授業型ＡＯ入試）

※必着

夏期コミュニケーション入学・Ｂ日程
（体験授業型ＡＯ入試）

2018年8月1日
（水）
※必着

2018年
9月5日
（水）
〜18日
（火）

秋期コミュニケーション入学
（体験授業型ＡＯ入試）

※必着

試験日

実施会場

エントリー結果発表日 最終審査合格発表日

2018年
8月4日
（土）
・5日
（日）

京都
（本学）

2018年8月9日
（木）

2019年1月10日
（木）

2018年
8月6日
（月）
・7日
（火）

京都
（本学）

2018年8月9日
（木）

2019年1月10日
（木）

2018年10月3日
（水）

2019年1月10日
（木）

一次審査合格発表日

最終審査合格発表日

2018年
京都
（本学）
9月29日
（土）
・30日
（日）

【試験方式】
入試種別

出願期間

試験日

実施会場

2018年
10月15日
（月）〜11月1日
（木） 2018年11月14日
（水） 京都・東京

面接型入学試験
（Ⅰ期）

2018年11月26日
（月） 2019年1月10日
（木）

※必着

2018年
京都・東京・
10月15日
（月）〜11月1日
（木） 2018年11月15日
（木） 名古屋・岡山・ 2018年11月26日
（月） 2019年1月10日
（木）
福岡
※必着

公募制推薦入学試験

2019年
1月7日
（月）〜1月16日
（水）

面接型入学試験
（Ⅱ期）

2019年1月30日
（水）

京都・東京

ー

2019年2月8日
（金）

2019年1月31日
（木）

京都・東京・
名古屋・岡山・
福岡

ー

2019年2月8日
（金）

日本留学試験各会場
※日本留学試験日程
第1回 2018年 6月17日（日） ※本学での実施は
第2回 2018年11月11日（日） ありません

ー

2019年3月6日
（水）

※必着

2019年
1月7日
（月）〜1月16日
（水）

一般入学試験

※必着

2019年
2月6日
（水）〜2月14日
（木）

日本留学試験利用入学試験

※必着

その他の入学試験日程
その他の入学試験に関する情報は、この募集要項には掲載しておりません。
下記、入学試験の受験を希望される方は、入学課〔フリーダイヤル〕0120-591-200 〔E-mail〕nyugaku@oﬃce.kyoto-art.ac.jpまでご請求ください。
各入学試験用の募集要項・出願書類を無料で送付いたします。

【２・３年次編入学】
入試種別

事前審査

出願期間

試験日

実施会場

2018年
2018年
2018年
（水）
〜9月11日
（火） 9月23日
（月）
〜8月24日
（金） 9月5日
外国人留学生編入学試験 8月13日
（本学）
（日） 京都
※必着

※必着

一次審査
合格発表日

最終審査
合格発表日

2018年
2019年
10月6日
（土） 1月10日
（木）

【大学院】
入試種別
大学院入学試験
（修士・博士課程）

大学案内、募集要項をご希望の方は
入学課
〔フリーダイヤル〕
0120-591-200 〔E-mail〕
graduate@oﬃce.kyoto-art.ac.jpへご請求ください。

※本学では通信教育部も設置しております。資料をご希望の方は、入学課（フリーダイヤル

0120-591-9141・通信教育部専用）までご請求ください。
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＜瓜生山キャンパス・高原キャンパス＞
瓜生山農園

YUSHU-KAN

YU 有終館

F

MIRAI-KAN

未来館

J

JIKISHIN-KAN

直心館

SHIGETSU-KAN

・講堂

・こども芸術大学

K

AED 3F
AED 2F

指月館

KOSHIN-KAN

興心館

MEIRIN-KAN

L

SH

SENSHU-DO

明倫館

千秋堂

AED 4F

RAKUSHIN-SO

楽心荘

YOYO-KAN

YO 陽陽館

KENSHIN-KAN

NINGEN-KAN

NC 人間館

KE 顕心館
京都文化日本語学校

M

（実習棟）

SHORIN-KAN

松麟館

AED 3F
AED 東出入口

NINGEN-KAN

NB 人間館

・芸術館
・ギャルリ・オーブ

YUYU-KAN

Y

（京都芸術劇場）
・春秋座
・studio21

悠悠館

AED 1F

AED 3F

S

AED B1

至誠館
・学生食堂

E

NINGEN-KAN

NA

人間館（本部棟）

CHISHIN-KAN

地心館

・事務局
・インフォメーションセンター
・AD store（購買部）
・BREATH KUAD（カフェ） AED 1F

芸術文化情報センター

H

大階段下駐輪場
上終町京都造形芸大前
バス停（四条河原町・
京都駅方面行）

駐輪場

SHISEI-KAN

TENSHIN-KAN

天心館

A

EV

白川通

TENSHIN-KAN

ANNEX

SOSO-KAN

SO 創々館

天心館アネックス

AED 1F
URYU-KAN

瓜生館

上終町京都造形
芸大前バス停
（北大路・岩倉方面行）

U

・Verdi（カフェ）

AED 1F

KI

立体駐輪場

東
鞍
馬
口
通

岩倉グラウンド

G

SEISO-KAN

SH

BR

KIBOH-KAN

SHUTOKU-KAN

CHIYU-KAN

希望館

秀徳館

智勇館

京都芸術デザイン専門学校

青窓館
上終町京都造形芸大前バス停
（出町柳・河原町丸太町方面行）

岩倉グラウンド

T

TAKAHARA-CAMPUS

高原キャンパス
TAKAHARA HIGASHI-KAN

AED 1F

高原東館

宝ヶ池通
至八瀬

TAKAHARA MINAMI-KAN

高原南館

TAKAHARA
KITA-KAN

高原北館

地下鉄国際会館

高原町バス停
（出町柳・河原町
丸太町方面行）

N

高原町バス停
（北大路方面行）

京都造形芸術大学
※本学から約5km
自転車で約20分

白川通

AED AED設置場所
AED：Automated External Deﬁbrillator
（自動体外式除細動器）
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