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コース一覧
学科

コース

美術工芸

学べる領域

定員

日本画

日本画│墨表現│デッサン・写生│古典絵画模写│表現のための技法・素材研究│
日本美術史│作品を通した企画・編集

油画

油画│版画│デッサン│テンペラ・フレスコ│ドローイング│デジタル表現│
美術史・絵画史│鑑賞と読み解き│展覧会運営

写真・映像

170

写真│映像│現代アート│写真史・映像史

染織テキスタイル

染め│織り│ファッションテキスタイル│インテリアテキスタイル│伝統工芸│
ファイバーアート│現代アート│生活雑貨

総合造形

彫刻│陶芸│ウルトラゼミ│3Dデジタルモデリング

マンガ

マンガ

45

ストーリーマンガ｜デジタルコミック｜コミックイラスト｜小説コミカライズ｜マンガ編集｜
マンガビジネス｜マンガ研究

キャラクターデザイン

キャラクターデザイン

90

アニメーション｜CG｜ゲーム｜キャラクターイラストレーション｜グラフィックデザイン｜
背景美術｜コンテンツプロデュース｜UI デザイン｜VFX｜サウンド｜脚本｜e スポーツ
グラフィックデザイン│WEBデザイン│広告│ブランディング│セールスプロモーション│
商品企画│エディトリアルデザイン│ロゴデザイン│映像│UI / UX│イベント企画│
サイン計画│モーショングラフィックス│3DCG│サウンドデザイン│
プロジェクションマッピング│アニメーション

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

企画│サービスデザイン│製品（プロダクト）デザイン│
DX（デジタルトランスフォーメーション）│IoT│テクノロジー│プログラミング│
ネットワーク│マーケティング│ブランディング│ビジネス（経営・起業）

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
60

空間演出デザイン

建築・インテリア・環境デザイン

55

映画製作
80

映画

家電・電機製品│家具・インテリア関連│自動車・自転車など乗り物│IT ・IoT 製品 │
文具│日用品・生活雑貨│伝統産業品│照明器具│福祉・ユニバーサルデザイン関連│
ゲーム・玩具│鞄など布製品│パッケージ│食器│アメニティ用品│模型制作│
音響・映像機器│産業用機器│UXデザイン・インターフェースデザイン
ディスプレイデザイン│インテリア│ソーシャルデザイン│地域デザイン│ビジュアルデザイン│
プロジェクトデザイン│ブランディング│企画│展示│生活プロダクト
ファッション｜ジュエリー｜ソーシャルデザイン｜ビジュアルデザイン｜伝統文化デザイン｜
地域デザイン｜雑貨デザイン｜ブランディング｜企画｜VMD｜スタイリング｜アクセソワ―ル

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│グラフィックデザイン│広告│グッズ・雑貨デザイン│
映像・アニメーション｜商品企画｜デジタルテクニック｜グラフィックアート｜
展覧会企画｜プレゼンテーション｜カルチャー｜セルフプロモーション

建築│住宅│まちづくり│インテリア│家具│ランドスケープ│庭園
プロデュース│監督│撮影│照明│録音│映画美術│編集│脚本│配給・宣伝│
映画批評・研究・創作

俳優

俳優

演技・演出

演技│演出│ダンス│ミュージカル│声優│ボーカル│殺陣│劇作│舞台プロデュース│
日本舞踊│舞台芸術論・舞台芸術史│作品研究

60

舞台芸術

舞台美術│照明│音響│舞台映像│舞台衣装│大道具│小道具│舞台監督│劇場管理│
舞台芸術論・舞台芸術史

舞台デザイン

文芸表現

クリエイティブ・ライティング

40

小説｜脚本・戯曲｜エッセイ｜ノンフィクション（取材執筆・ルポルタージュ他）｜ジャーナリズム｜
批評・評論｜詩｜短歌｜俳句｜ゲームシナリオ｜雑誌編集制作出版｜書籍編集制作出版｜
ブックデザイン｜イベント（企画・制作）｜展示（企画・制作）｜広告（企画・制作）｜営業・販売

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｜コミュニティデザイン｜美術史・美学・美術批評｜
博物館学｜アートプロジェクト論｜文化政策｜キュレーション論｜教育普及

こども芸術

こども芸術

30

幼児教育｜保育｜こども家庭福祉｜こどもの発達｜子育て支援｜食育｜心理学｜ソーシャルワーク｜
あそびのデザイン｜保育環境デザイン｜ワークショップデザイン｜海外保育

歴史遺産

文化財保存修復・歴史文化

30

歴史文化学（日本史・世界史・地理学・文化史・仏教美術）｜考古学（遺跡学・景観学・
歴史まちづくり）
｜文化財保存修復・文化財科学（東洋美術・考古資料・生活資料・建築彩色）

募集定員合計

910名
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イベント＆入試日程スケジュール
オープンキャンパス

4月23日
（土）
・24日
（日）
︱6月5日
（日）
︱7月3日
（日）
・31日
（日）
︱8月27日
（土）
・28日
（日）
︱9月17日
（土）
・18日
（日）
入試

9

September

外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期
9 月9 日（金）
9 月10 日（土）
9 月11 日（日）
9 月12 日（月）

［A 日程］
［B 日程］
［C 日程］
［予備日］

10
October

外国人留学生体験授業型選抜Ⅱ期
10 月8 日（土） ［A 日程］
10 月9 日（日） ［B 日程］

11

November

外国人留学生科目選択型選抜Ⅰ期

2023

12

1

December

January

外国人留学生選抜Ⅱ期

外国人留学生科目選択型選抜Ⅱ期

12 月10 日（土）・11 日（日）

11 月25 日（金）

2023 年 1 月26 日（木）

外国人留学生選抜Ⅰ期

外国人留学生日本留学試験利用型選抜

10 月 15 日（土）・16 日（日）

入学試験日程
エントリー書類・出願書類の提出はすべて必着となります。
海外から郵送する場合は日数がかかりますので、早めにインターネット出願（エントリー）登録をおこない、すぐに書類を提出してください。
必着日は変わりませんのでご注意ください。

総合型選抜 （エントリー方式）
入試種別
授業形式

外国人留学生
体験授業型選抜Ⅰ期

授業形式

外国人留学生
体験授業型選抜Ⅱ期

インターネットエントリー
登録期間

エントリー書類
提出期間

実施 エントリー結果
発表日
会場

試験日

8月16日
（火）
〜
8月30日
（火）

A日程
（金）
8月16日
（火）
〜 9月9日
9月1日
（木）必着 B日程
9月10日
（土）

9月16日
（金）
〜
10月1日
（土）

A日程
10月8日
（土）
9月16日
（金）
〜
10月3日
（月）必着 B日程
10月9日
（日）

C日程
9月11日
（日）
予備日
9月12日
（月）

一次審査 最終合格発表日
合格発表日

詳細
ページ

2023 年
京都 9月16日
（金） 11月1日
（火）1月10日
（火） P05

2023 年
（金） 11月1日
京都 10月14日
（火）1月10日
（火） P08

総合型選抜
出願書類
提出期間

インターネット出願
登録期間

入試種別

試験日

実施会場

7月21日
（木）
〜
8月4日
（木）必着

10 月 15 日（土）
・
オンライン
16 日（日）

10月24日
（月）
〜
11月7日
（月）

10月24日
（月）
〜
11月9日
（水）必着

11月25日
（金）

面接形式
10月24日
（月）
〜
（月）
外国人留学生選抜Ⅱ期 11月7日

10月24日
（月）
〜
11月9日
（水）必着

12 月 10 日（土）
・
オンライン
11 日（日）

面接形式
7月21日
（木）
〜
（火）
外国人留学生選抜Ⅰ期 8月2日
筆記形式

外国人留学生
科目選択型選抜Ⅰ期

一次・二次審査合格発表日 最終合格発表日

詳細
ページ

一次：9月16日
（金） 2023 年
（火）
二次：11月1日
（火） 1月10日

P17

京都・東京・
12月5日
（月）
名古屋・
岡山・福岡
11月30日
（水）

2023 年
1月10日
（火）

P20

2023 年
1月10日
（火）

P17

合格発表日

詳細
ページ

一般選抜
入試種別
筆記形式

外国人留学生
科目選択型選抜Ⅱ期
入試種別
共通テスト

外国人留学生
日本留学試験利用型選抜

インターネット出願
登録期間

出願書類
提出期間

試験日

12月19日
（月）
〜
12月19日
（月）
〜
2023年
2023年1月7日
（土） 2023年1月10日（火） 1月26日
（木）
必着
インターネット出願
登録期間
2023年
2月9日
（木）
〜
18日
（土）

出願書類
提出期間
2023年
2月9日
（木）
〜
20日
（月）必着

試験日

実施会場
京都・東京・名古屋・岡山・福岡

実施会場

【6 月試験】
6 月 19 日（日） 日本留学試験各会場
※本学独自の試験はありません
【11 月試験】
11 月 13 日（日）
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2023 年
2月3日
（金）
合格発表日
2023 年
3月3日
（金）

P20

詳細
ページ

P25

エントリー／出願資格
外国籍で
「留学」以外の適切な在留資格を得ている
（または得る予定の）方は、この募集要項ではなく、
日本人用
「入試ガイド＆学生募集要項 2023」をご覧ください。
エントリー・出願資格
国

籍

次に該当する者

外国籍を有し、入学に際して「留学」の在留資格が得られる者
※外国籍でも、入学に際して「留学」以外の適切な在留資格を得ている（または得る予定の）方は、外国人留学生入学試験の受験はできません。

年齢・学歴

2023 年 4 月 1 日時点において、以下❶❷の条件を満たす者

❶年齢：18 歳以上の者、もしくは 18 歳未満でも文部科学省の定める大学入学資格を有する者。
❷学歴：次のいずれかに該当する者
①外国籍を有し、外国において学校教育における12年の課程を修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者（12年未満の課程の場合は、
さらに指定された準備教育課程を修了する必要がある）。
②外国籍を有し、外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者（12 年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課
程を修了する必要がある）。
③外国籍を有し、国際バカロレア資格、アビトゥア資格、GCEA 資格を取得した者。
④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 2023 年 3 月までに卒業見込みの者。
※他大学等を中途退学して本学に入学する場合、退学日が 2023 年 3 月 31 日までであること（4 月 1 日以降になる場合、入学を許可できません）。

日本語能力

出願時点で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 2022 年 6 月または 2022 年 11 月に受験した（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 2021 年 12 月または 2022 年 7 月に受験した（する）者
（2022 年 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❷学歴の条件において日本の高等学校もしくは中等教育学校卒業（見込）者は日本語試
験は免除します。

重要
『外国人留学生科目選択型選抜Ⅱ期』
『外国人留学生日本留学試験利用型選抜』は、出願時に「留学」の在留資格があり、在留期間が
2023 年 3 月 31 日まであることが出願の追加条件です。出願時に更新の手続きをしている方は受験できます。

その他の入学試験
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。また、インターネットを利用した出願ではありません。
下記、入学試験の受験を希望される方は、大学ホームページ
（https://www.kyoto-art.ac.jp）
より募集要項・出願書類をダウンロードしてください。

2・3 年次編入学
入試種別

出願資格事前審査

出願期間

試験日

実施会場

一次審査
合格発表

外国人留学生編入学選抜

10月6日
（木）
〜19日
（水）必着

11月1日
（火）
〜7日
（月）必着

11月24日
（木）

京都

12月7日
（水）

大学院
入試種別
大学院入学試験
（修士・博士課程）

詳細は募集要項をご覧ください。

入学取消について
2023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。
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最終
合格発表

2023年
1月10日
（火）

授業形式

外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期（エントリー方式）
▶入試のポイント

50%

募集定員

▶会場

京都

▶日程

A日程
B日程
C日程
予備日

・エントリー無料
・志望するコースの授業を1日受講
・3コースまでの併願が可能

2022年9月9日（金）
2022年9月10日（土）
2022年9月11日（日）
2022年9月12日（月）

※自然災害等の事情でA〜C日程の入試が実施できない場合、
予備日での入試を実施します。

※A日程・B日程・C日程のすべてを受験した場合
※複数コースの授業を受けて進学先を決めることができます

・入学前学習が充実

▶実施の流れ

Step1

インターネットエントリー登録

インターネット
エントリー期間

手続

検定料

インター
ネット

エントリー
無料

8月16日（火）〜8月30日（火）※23：59までエントリー登録可

①エントリーするコースを選ぶ

1コースにつき1日程を選んでください。日程は自分で選択でき、1コースからエントリーできます。
複数コースを併願する場合は、志望順位を決めて申し込んでいただきますが、
〈Step6 出願手続〉で出願（進学）
するコースは、体験授業の印象などを考慮して決めることが可能です。
注意

同一コースで複数日程のエントリーはできません。また、1日程で複数コースのエントリーはできません。

②エントリー方法

インターネットでエントリー

詳細はP30〜31▷

証明写真をデータで用意し、所定のフォームよりエントリーしてください。
注意

Step2

締め切り間際はアクセスが集中しますので余裕を持って登録してください。
エントリー終了後、エントリー内容の変更はできません。

エントリー書類を提出

エントリー書類
提出期間

8月16日（火）〜9月1日（木）必着

インターネットエントリー後、エントリー書類をダウンロードし印刷してください。
その他必要な書類と共に郵送または窓口持参にて提出してください。 詳細はP26▷
エントリーに必要な書類はP33を確認してください。

Step3

受験票をダウンロード

エントリ一時に登録されたメールアドレスに受験票発行通知メールを送りますので、各自でダウンロードし、
印刷してください。受験票は体験授業当日にお持ちください。体験授業当日の注意事項が記載されています。
詳細はP27▷
※実施日前日になっても受験票発行通知メールが届かない場合は、アドミッション・オフィスまでお問い合わせください。
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Step4

体験授業を受講（試験）

9月9日（金） 9：30〜16：30
9月10日（土）9：30〜16：30

A日程
B日程

9月11日（日）9：30〜16：30
9月12日（月）9：30〜16：30

C日程
予備日

※自然災害等の事情でA〜C日程の入試が実施できない場合、予備日での入試を実施します。

授業内容・持参物はP11〜16▷

Step5

エントリー結果（出願可否）発表

9月16日（金） 通知投函 ※10：00に大学WEBサイト上に「出願可」者の受験番号一覧を公表します。
出願可

出願不可

『出願可』通知を受け、入学の意思がある方は〈Step6 出願手続〉以降をご
参照ください。複数コースで「出願可」であれば、体験授業の印象などを考
慮し出願時に出願手続（進学）するコースを決めてください。

外国人留学生体験授業型選抜Ⅱ期以降
の入試にチャレンジしてください。今回
の結果に関して、以降の入試に影響は
ありません。

※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。

以降の手続から 専願 となります

Step6

出願手続

手続

検定料

郵送

35,000 円

窓口持参

15,000 円※

または

または

※P03 記載のオープンキャンパスに
参加した方は検定料 15,000 円

出願書類を郵送または窓口持参にて提出してください。 詳細はP27▷
出願に必要な書類は P33〜35 を確認してください。
出願手続後の辞退は受け付けられません。これ以降、別途試験はありません。
出願期間

Step7

10月1日（土）〜18日（火）※必着

一次審査合格発表

出願手続を完了した方に「一次審査合格通知」を送付します。

11月1日（火） 通知投函
※大学 WEB サイトでの発表はありません。

Step8

0年生プログラム受講（必修）

外国人留学生体験授業型選抜（Ⅰ期・
Ⅱ期）で一次合格をされた方は、大学での創作・研究に向かうための「モノの見方や考え
方」を身につけるためのプログラムに参加する必要があります。指定の登学日に大学での授業に参加するほか、大学での学
修に必要な基礎を養うための課題に取り組みます。
登学日では、入学予定の学科・コースでの授業を行います。入学後にどのような授業が始まっていくのかに期待を膨らませ、
また入学までに何を意識して、何に取り組むべきかを授業の中で感じ取ってください。
登学日

第1回

12月4日（日）・11日（日）

第2回

2 4

12日（日）

2023年 月 日（土）〜

※第1回、第2回ともにいずれか1日。後日詳細を案内します。
※0年生プログラムへの取り組みが適切に行われない場合は、改善指導をします。指導をした上でも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。
※0年生プログラムの内容は変更となる場合があります。
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Step9

最終合格発表

1 10日（火） 通知投函

2023年 月

日本留学試験「日本語」の成績または日本語能力試験の結果、0年生プログラムの取り組み具合等を総合的に判定
します。合格者には入学手続要項を送付します。

Step10 入学手続
手続・締切日

1 23日（月）

2023年 月

締切日までに入学手続時納入金を納め、入学手続を済ませてください。
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詳細はP39▷

授業形式

外国人留学生体験授業型選抜Ⅱ期（エントリー方式）
▶入試のポイント
・募集定員 10％
・エントリー無料
・志望するコースの授業を1日受講
・2コースまでの併願が可能

▶会場

京都

▶日程

A日程
B日程

2022年10月8日
（土）
2022年10月9日
（日）

※A日程・B日程どちらも受験した場合
※複数コースの授業を受けて進学先を決めることができます

・入学前学習が充実

▶実施の流れ

Step1

インターネットエントリー登録

インターネット
エントリー期間

手続

検定料

インター
ネット

エントリー
無料

9月16日（金）〜10月1日（土）※最終日は17：00までエントリー登録可

①エントリーするコースを選ぶ

1コースにつき1日程を選んでください。日程は自分で選択でき、1コースからエントリーできます。
複数コースを併願する場合は、志望順位を決めて申し込んでいただきますが、
〈Step6 出願手続〉で出願（進学）
するコースは、体験授業の印象などを考慮して決めることが可能です。
注意

同一コースで複数日程のエントリーはできません。また、1日程で複数コースのエントリーはできません。

②エントリー方法

インターネットでエントリー

詳細はP30〜31▷

証明写真をデータで用意し、所定のフォームよりエントリーしてください。
注意 締め切り間際はアクセスが集中しますので余裕を持って登録してください。

エントリー終了後、エントリー内容の変更はできません。

Step2

エントリー書類を提出

エントリー書類
提出期間

9月16日（金）〜10月3日（月）必着

インターネットエントリー後、エントリー書類をダウンロードし印刷してください。
その他必要な書類と共に郵送または窓口持参にて提出してください。 詳細はP26▷
エントリーに必要な書類はP33を確認してください。

Step3

受験票をダウンロード

エントリ一時に登録されたメールアドレスに受験票発行通知メールを送りますので、各自でダウンロードし、
印刷してください。受験票は体験授業当日にお持ちください。体験授業当日の注意事項が記載されています。
詳細はP27▷
※実施日前日になっても受験票発行通知メールが届かない場合は、アドミッション・オフィスまでお問い合わせください。
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Step4

体験授業を受講（試験）

10月8日（土）9：30〜16：30

A日程

B日程

授業内容・持参物はP11〜16▷

Step5

10月9日（日）9：30〜16：30

エントリー結果（出願可否）発表

10月14日（金）通知投函 ※10：00に大学WEBサイト上に「出願可」者の受験番号一覧を公表します。
出願可

出願不可

『出願可』通知を受け、入学の意思がある方は〈Step6 出願手続〉以降をご
参照ください。複数コースで「出願可」であれば、体験授業の印象などを考
慮し出願時に出願手続（進学）するコースを決めてください。

外国人留学生科目選択型選抜Ⅰ期以降
の入試にチャレンジしてください。今回
の結果に関して、以降の入試に影響は
ありません。

※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。

以降の手続から 専願 となります

Step6

出願手続

手続

検定料

郵送

35,000 円

窓口持参

15,000 円※

または

または

※P03 記載のオープンキャンパスに
参加した方は検定料 15,000 円

出願書類を郵送または窓口持参にて提出してください。 詳細はP27▷
出願に必要な書類は P33〜35 を確認してください。
出願手続後の辞退は受け付けられません。これ以降、別途試験はありません。
出願期間

Step7

10月15日（土）〜24日（月）※必着

一次審査合格発表

出願手続を完了した方に「一次審査合格通知」を送付します。

11月1日（火） 通知投函

※大学 WEB サイトでの発表はありません。

Step8

0年生プログラム受講（必修）

外国人留学生体験授業型選抜（Ⅰ期・
Ⅱ期）で一次合格をされた方は、大学での創作・研究に向かうための「モノの見方や考え
方」を身につけるためのプログラムに参加する必要があります。指定の登学日に大学での授業に参加するほか、大学での学
修に必要な基礎を養うための課題に取り組みます。
登学日では、入学予定の学科・コースでの授業を行います。入学後にどのような授業が始まっていくのかに期待を膨らませ、
また入学までに何を意識して、何に取り組むべきかを授業の中で感じ取ってください。
登学日

第1回

12月4日（日）・11日（日）

第2回

2 4

12日（日）

2023年 月 日（土）〜

※第1回、第2回ともにいずれか1日。後日詳細を案内します。
※0年生プログラムへの取り組みが適切に行われない場合は、改善指導をします。指導をした上でも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。
※0年生プログラムの内容は変更となる場合があります。

9

Step9

最終合格発表

1 10日（火） 通知投函

2023年 月

日本留学試験「日本語」の成績または日本語能力試験の結果、0年生プログラムの取り組み具合等を総合的に判定
します。合格者には入学手続要項を送付します。

Step10 入学手続
手続・締切日

1 23日（月）

2023年 月

締切日までに入学手続時納入金を納め、入学手続を済ませてください。
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詳細はP39▷

外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期
美術工芸学科
Ⅰ期

授業内容・持参物

日本画コース

ものの見え方、見方から
デッサンの楽しさを発見しよう

Ⅱ期

描き方の幅を広げよう

デッサンをする際にはものをしっかり観察して描くことが一番大切で
す。ものを見ることがデッサンそのものなのです。描く時間よりも、見
る時間を意識的に長くすると見えてくるものがあります。対象の捉え方
のポイントを教員と一緒に時間をかけてゆっくり見て探り、少しずつ描
きながら、デッサンの楽しさを発見しましょう！

デッサンはこう描かなきゃいけない、そんな思いがありませんか？しかし、
デッサンは人の数だけ答えがあり、表現する方法にも色々な描き方があり
ます。与えられたモチーフを組み、観察していく中で浮かんできた自身の
思いや考え方に寄りそって構図を組み立ててみましょう。どう組み立て、
どう描くことで、感じたイメージを表現することができるのか。よく観察し
て考え、教員と対話しながら描き方の幅を広げていく授業です。

持参物
デッサン用具一式（例：鉛筆［6H〜6B］、カッターナイフ、ねり消しなど）

持参物
デッサン用具一式（例：鉛筆［6H〜6B］、カッターナイフ、ねり消しなど）

美術工芸学科
Ⅰ期

挑戦したい描画材で自画像を描こう

油画コース
Ⅱ期

挑戦したい描画材で静物を描こう

自画像は多くの画家が取り組んできたモチーフです。鏡に写った自分と向き合
い、改めて観察し、感じたことをどのようにすれば相手に伝えられるのか。下
絵で構図を検討した後、油彩、アクリル、デッサンから自分の挑戦したい描画
材を選択して描きます。制作ポイントも授業で伝えますので、経験が浅くても
心配はいりません。講評会では､あなたの今後の課題を見つけることもできま
す。まずは失敗を恐れずに描いてみましょう。

静物をモチーフに、観察しながら感じたことや気付いたことを表現します。
構図とかたち、トーンのバランスを探りながら気付きや感動を絵にしてみま
しょう。油彩、アクリル、デッサンから挑戦したい描画材を選択して描きま
す。トリミングや制作のポイントも授業で伝えますので、経験が浅くても心
配はいりません。講評会では､皆さんの表現の工夫を共有し、あなたの今後
の課題を見つけます。絵を描くこと、学ぶことの楽しさを体験しましょう。

持参物
油彩・アクリルの場合（併用も可）：油彩用具一式またはアクリル用具一式、筆記
用具
鉛筆デッサン・木炭デッサンの場合（併用も可）：デッサン用具一式（鉛筆または
木炭、練り消しゴムなど）、筆記用具
※油彩またはアクリルを選択した場合はキャンバスを、鉛筆デッサンを選択した場
合は画用紙を、木炭デッサンを選択した場合はMBM木炭紙を大学で用意します。ま
た、カルトン、目玉クリップも大学で用意します。
※汚れてもよい服装で参加すること。

持参物
油彩・アクリルの場合（併用も可）：油彩用具一式またはアクリル用具一式、筆記
用具
鉛筆デッサン・木炭デッサンの場合（併用も可）：デッサン用具一式（鉛筆または
木炭、練り消しゴムなど）、筆記用具
※油彩またはアクリルを選択した場合はキャンバスを、鉛筆デッサンを選択した場
合は画用紙を、木炭デッサンを選択した場合はMBM木炭紙を大学で用意します。ま
た、カルトン、目玉クリップも大学で用意します。
※汚れてもよい服装で参加すること。

美術工芸学科
Ⅰ期

写真・映像コース

写真を作る、画面を意識する

Ⅱ期

イメージと言葉

写真は発展初期から、作品として成立させるために、さまざまな演出、
フレーミング、加工、編集の工夫が行われてきました。映像も同様で
す。体験型授業選抜Ⅰ期では、撮影者、撮影地、時代の異なる複数の写
真を素材に1枚の写真をコラージュで作りあげます。「写真を作る」意
識を持つことで画面の隅々まで意識した撮影を行うことができます。

写真は、「1枚の写真で見る」
「複数の写真をセットで見る」
「言葉との
セットで見る」では、鑑賞者の受け取る印象が大きく異なります。私たち
は、普段どのように写真を見ているのかを考えた後、写真から得る印象と
言葉の関係を探るワークショップを行います。写真と言葉を組み合わせる
ことでイメージがどのように呼び起こされていくのか、また言葉を駆使して
イメージをどう捉えるのかを考えます。

持参物
筆記用具、ハサミ、カッター、定規（15〜30cm程度）

持参物
筆記用具、ハサミ、カッター、定規（15〜30cm程度）
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外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期

美術工芸学科
Ⅰ期

授業内容・持参物

染織テキスタイルコース

色と形に触れる型友禅染め体験

Ⅱ期

ハンドフックマシーンを使った
小さなタペストリー制作

染めや織りの技法を使ったさまざまな表現には、必ず素材や技法のこだ
わりが含まれています。今回はたくさんの色で布に模様を染める日本の
代表的な染色法「型友禅」を体験します。実際に、型紙や刷毛など、染
色ならではの道具を使い、型紙を繰り返し用いて作り出す色と模様の世
界を楽しみましょう。友禅の歴史、素材、技法、染料についてのミニ講
義もおこないます。入学後の授業がイメージできる内容です。

染めや織りの技法を使ったさまざまな表現の作品には、必ず素材や技法
のこだわりが含まれています。今回はハンドフックマシーンを使って小さな
タぺストリー制作を行います。各自でまずデザインを考え、大学で準備し
た羊毛を組み合わせ、それぞれの作品を作ってみましょう。知識や技術を
身につけると同時に、柔軟に考える力も育てる本コースの学びを体験する
ことができます。

持参物
30cm程度の直線定規、カッターナイフ、色鉛筆、筆記用具
※汚れてもよい服装で参加すること。

持参物
30cm程度の直線定規、ハサミ、色鉛筆、筆記用具
※汚れてもよい服装で参加すること。

美術工芸学科
Ⅰ期

総合造形コース

あなただけの花を作ろう！

Ⅱ期

自分の顔を知ろう！

今のあなたの気持ちを花にするなら、どんな花が咲いていますか？親への感謝
の気持ちを表すためのカーネーションかもしれません。この世には存在しない
自分だけの花が咲いているかもしれません。その自分の内面にある花と与えら
れた新聞紙からリンクする記事を選び、他者に見せるために限られた材料で
形にしていくことに挑戦します。さらに自分の気持ちを伝えるために、制作だ
けではなく、制作意図や展示方法についても考える授業です。

自分の顔ってどんな顔？見ているようで見ていない自分の顔を、まずは写
真や鏡に映った姿から観察してみよう。平面だけでは理解できない特徴を
知るために、自らの手で何度も自分の顔を触ってみましょう。写真だけで
は感じ取れないテクスチャーを粘土で再現し、レリーフ自刻像を制作しま
す。顔に関する基本的な造形要素を学びながら客観的な目線で制作に挑
戦してみてください。きっと今まで気づかなかったことが発見できます。

持参物
デッサン用筆記具、カッター、ハサミ、直定規、セロテープ
※汚れてもよい服装で参加すること。

持参物
デッサン用筆記具、粘土ベラ一式、汚れてもよいタオル
※汚れてもよい服装で参加すること。

マンガ学科
Ⅰ期

マンガコース

マンガだから描けるキミだけの世界！
テーマに沿って物語を描く

Ⅱ期

いつでもどこでもできる！
毎日が楽しくなるネタ集めの実践法

マンガを描くための設計図が「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ことにも役立
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。

通学途中や休日の街中など、マンガのネタは至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、マンガづくりのネタを集めるため学内を散策し、スケッチを行いま
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。

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、定規、使い慣れた画材（イ
ンク、マジック、サインペン、墨など ※モノトーンであれば画材は自由）

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、定規、使い慣れた画材（イ
ンク、マジック、サインペン、墨など ※モノトーンであれば画材は自由 ※スクリー
ントーン不可）、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
Ⅰ期

キャラクターデザインコース

モチーフをキャラクターにしてみよう①

Ⅱ期

モチーフをキャラクターにしてみよう②

Ⅰ期と同じく、提示されたモチーフからイメージを膨らませてキャラクター
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。異なるモ
チーフに取り組むだけで、その発想の過程は大きく変わります。イラスト
を完成させるまでの作業工程を学び、制作時の対話などから表現力・発
想力・コミュニケーション力を総合的に評価していきます。

提示されたモチーフからイメージを膨らませて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。イラストを完成
させるまでの作業工程や制作時の対話などから総合的に評価していきま
す。表現力・発想力に加え、社会で活躍する人材の育成を目指す本学科
では、コミュニケーションのスキルも磨きます。
持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、着彩用具一式

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、着彩用具一式
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情報デザイン学科
Ⅰ期

ビジュアルコミュニケーションデザインコース

今をよりよくする
「ピクトグラム」を考える！

Ⅱ期

未来を創造する「ピクトグラム」を考える！

この体験授業では、場所や用途、人の行動までも理解させる記号であるピ
クトグラムについて知り、いまこそ私たちの行動や生活に必要な「新しい
ピクトグラム」をデザインします。デザインを通じてヒト、モノ、コトの価値
向上をはかることが、私たちクリエイターの活躍の場。レクチャーを通じ、
視点を変えることで新たなアイデアや価値を見出し、的確かつ魅力的に伝
える手段を身につける。そんなデザイン体験を一緒に楽しみましょう！

この体験授業では、場所や用途、人の行動までも理解させる記号であるピク
トグラムについて知り、現在の状況から少し先の未来を考え「新しいピクト
グラム」をデザインします。デザインを通じてヒト、モノ、コトの価値向上
をはかることが、私たちクリエイターの活躍の場。レクチャーを通じ、視点
を変えることで新たなアイデアや価値を見出し、的確かつ魅力的に伝える手
段を身につける。そんなデザイン体験を一緒に楽しみましょう！

持参物
筆記用具、ものさし（30cm）、コンパス

持参物
筆記用具、ものさし（30cm）、コンパス

情報デザイン学科
Ⅰ期

イラストレーションコース

「宣伝」するイラストレーション①

Ⅱ期

「宣伝」するイラストレーション②

イラストレーションは宣伝美術（広告）の世界を中心に表現の幅を広げ
てきました。体験授業型選抜Ⅰ期では、「宣伝」をテーマに「商品広
告」を制作します。広告にはターゲットの設定はもちろん、どういう切
り口で商品を魅力的にプロモーションするかなど、コンセプトが重要で
す。ただ単に商品を描くだけでは面白くありません！レクチャーを受け
ながら見た人の心をグッと掴む、面白い広告を一緒に考えましょう。

体験授業型選抜Ⅱ期では、Ⅰ期と同様に「宣伝」をテーマに「店舗／施
設の広告」を制作します。ショッピングセンターをはじめ、美術館や動
物園、レストランにカフェなど、身近な施設はたくさんありますが、数
が多すぎてどこに行こうか悩んだ経験はありませんか？この授業では
「ここに行ってみたい！」と思わせるアイデアを考えながら、好奇心を
くすぐるインパクトあるイラストレーションで宣伝してみましょう。

持参物
使い慣れた画材（ただし油絵具は使用禁止、デジタル機器の使用禁止）

持参物
使い慣れた画材（ただし油絵具は使用禁止、デジタル機器の使用禁止）

情報デザイン学科
Ⅰ期

クロステックデザインコース

企画×テクノロジー

Ⅱ期

ー人を楽しませるエンターテインメントの提案ー

企画×テクノロジー

ーこうだったら良いなの新しい食の提案ー

クロステックデ ザインコースは、「クリエイティブ（ 企 画・デ ザインの力
で）」×「テクノロジー（新旧の技術を組み合わせて）」×「ビジネス（どう
やってお金を稼いで持続可能な仕組みを作るか）」の視点で4年間学ぶ
コースです。その視点で、人をワクワクさせる新しいエンターテインメン
トの企画を考えます。どこの、どんな人を想定した企画で、どんなテクノ
ロジーを組み合わせて、どうやってビジネスにしていくかを考えましょう。

クロステックデザインコースは、「クリエイティブ（企画・デザインの力
で）」×「テクノロジー（新旧の技術を組み合わせて）」×「ビジネス（ど
うやってお金を稼いで持続可能な仕組みを作るか）」の視点で4年間学ぶ
コースです。その視点で、「こうだったら良いな」という新しい「食」の
企画を考えます。どこの、どんな人を想定した企画で、どんなテクノロ
ジーを組み合わせて、どうやってビジネスにしていくかを考えましょう。

持参物
筆記用具、スマートフォン（使用可）

持参物
筆記用具、スマートフォン（使用可）
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外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期

プロダクトデザイン学科
Ⅰ期

授業内容・持参物

プロダクトデザインコース

生活を豊かにする身近な道具を
デザインしてみよう！①

Ⅱ期

生活を豊かにする身近な道具を
デザインしてみよう！②

ステーショナリーやキッチンウエア、IoT機器など身近な道具はどの様に
デザインされているのでしょうか？プロのデザイナーの仕事や考え方を学
んでみましょう！デザインには、アイデア発想法、カタチの展開の方法
などさまざまなスキルやメソッドがあります。それらを学びながらグ
ループでリサーチやアイデア検討を行い、個人でスケッチやモデルの制
作をしながら、あなたのオリジナルデザインを作ります。

我々の身の回りにある文房具や家電、キッチン用品、自動車などの製品
はプロダクトデザイナーがデザインしています。プロのデザイナーの仕
事や考え方を学んでみましょう！デザインには、アイデア発想法、カタチ
の展開の方法などさまざまなスキルやメソッドを使います。それらを学びな
がらグループでリサーチやアイデア検討を行い、個人でスケッチやモデルの
制作をしながら、オリジナルなあなたのデザインを作ります。

持参物
筆記用具（鉛筆、シャープペンシルなど）、色鉛筆（12〜24色）、消しゴム、太め
のマジックペンまたはサインペン（黒）、鉛筆けずり 、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（テープ糊も可）

持参物
筆記用具（鉛筆、シャープペンシルなど）、色鉛筆（12〜24色）、消しゴム、太め
のマジックペンまたはサインペン（黒）、鉛筆けずり 、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（テープ糊も可）

空間演出デザイン学科
Ⅰ期

ソーシャルデザイン入門①
わがまちミュージアム

空間デザインコース
Ⅱ期

ソーシャルデザイン入門②
わがまちショップ

社会へとつながる自分のデザインを発見するために、つくるだけでなく、レク
チャーと考察、作品制作、発表というデザインの基本を学びます。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。デザインで普通のことも価値あるものに変えてい
く考え方と、素敵な体験を空間にしていく手法を学びます。みんなと発表を共
有し「他者の共感」を得られることを目指しましょう。

社会をよりよく変えていくデザインに取り組みます。地域には人がまだ気づい
ていない魅力もあり、それをうまく活かすためのデザインが必要です。レク
チャーと考察、作品制作、発表というデザインの基本過程を学び、
「自分の視
点」でわがまちの魅力を発見し、それをアピールできるショップを空間作品と
して制作します。まちの特色を空間で伝えるためのストーリーづくりが、人を
感動させ、身近な社会の変化を生む決め手となることを学びます。

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、太めのマジックペン1色（色
は自由）、ノート、カッターナイフ、はさみ、金尺（30cm）、のり、マスキング
テープ、着彩道具ー式、自分で使いたい材料（持参しなくても制作可能です。持参
したい場合は、色紙や紙粘土など500円まで可）

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、太めのマジックペン1色（色
は自由）、ノート、カッターナイフ、はさみ、金尺（30cm）、のり、マスキング
テープ、着彩道具ー式、自分で使いたい材料（持参しなくても制作可能です。持参
したい場合は、色紙や紙粘土など500円まで可）

空間演出デザイン学科
Ⅰ期

ファッションデザインコース

ファッションデザイン入門
地域の特性を活かしたファッション①

Ⅱ期

ファッションデザイン入門
地域の特性を活かしたファッション②

さまざまな紙を使って、あなたの住んでいる地域を他者にPRするファッ
ションアイテムを制作します。あなたが提案するファッションで、人が
生きる環境にどんな変化を起こすことができるか体験してみましょう。
ここで大切なのは、完成した作品のクオリティではなく、その作品の制
作に至るまでのプロセスと着眼点、そのモノは社会にどんな変化を起こ
すことができるのかということです。

自分が毎日過ごす場所はいつも見ている分、何もなさそうに感じてしま
います。しかし、よく見直してみると必ず魅力になる部分があります。
その魅力を起点として、さまざまな紙を素材としたファッションアイテ
ムとして再構築してみましょう。アイデアによって地域社会がどのよう
に変わっていくかを教員との対話から想像していきます。ファッション
領域の幅広さを感じてください。

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、カッターナイフ、はさみ、
定規、のりやテープなど接着できるもの、ホッチキス、着彩道具一式、自分の身の
回りにある紙（新聞紙、コピー紙、わら半紙、チラシ、紙袋、包装紙など複数の種
類の紙をできるだけ持参してください）

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、カッターナイフ、はさみ、
定規、のりやテープなど接着できるもの、ホッチキス、着彩道具一式、自分の身の
回りにある紙（新聞紙、コピー紙、わら半紙、チラシ、紙袋、包装紙など複数の種
類の紙をできるだけ持参してください）

環境デザイン学科
Ⅰ期

建築・インテリア・環境デザインコース

あかり（明り）のデザイン

Ⅱ期

あたり（辺り）のデザイン

環境に表情を与えるのは光です。光がつくる線や面、光と影、反射や透過な
ど、光の効果を魅せるカタチを制作します。それはまるで光の住む家を作るよ
うな感じです。与えられた素材で、自分なりの表現に挑戦してください。素材
の特性や可能性を引き出すことは設計の重要なポイントです。どうすればよく
なるか試行錯誤を楽しみながら作ってみてください。冒頭に行う、あかりに関
するレクチャーのミニレポートも作成してもらいます。

環境は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。難しそうに見えますが、い
ろんな縮尺の人型模型も使いますので、自分がその人型の大きさになって想
像すればいろいろなことが思い描けます。まちや都市の公園から、家具やギャ
ラリー空間まで、スケールを横断するみなさんの想像力に期待します。

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、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

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシル等）、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、野外で行動し
やすい服装、靴（サンダル、ミュール不可）、必要に応じて帽子、タオル、雨具
※瓜生山で素材の採集を行います。
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映画学科
Ⅰ期

ひと夏の映画体験

映画製作コース

ー映画撮影編ー

Ⅱ期

映画のおもしろさを見つけて魅力を伝える

短いシナリオをもとに、班に分かれて映画撮影に挑戦します。前半は同
じ班になった初めて会う人たちと意見を交換しながら、シナリオを読み
込む作業から始めます。後半は俳優コースと合流して、映画の撮影をし
ます。シナリオを元に俳優が演じる人物の姿をじっくり視て、声を聴い
て、それを掴んでいくのが撮影です。本学科の全教員が総出で、映画制
作をアドバイスします。

前半は短い映画を観て、その作品の中にある仕掛けやおもしろさを発見
する批評の授業を行います。後半には、この映画の宣伝フライヤーをつ
くります。作品のおもしろさはどこにあるのか？キーになるカットを抜
き出し、他者に映画を紹介するのにふさわしい言葉を考えます。写真と
文字を組み合わせて、「観たい！」と思わせるカタチを目指します。

持参物
筆記用具、メモ、動きやすい服装

持参物
筆記用具、メモ

映画学科
Ⅰ期

ひと夏の映画体験

俳優コース

ー映画演技編ー

Ⅱ期

シナリオから紐解く映画演技

前半は、短いシナリオを題材に、登場人物をどのように理解して演じれ
ばいいのかを読み込み、教員のアドバイスを受けながら、それぞれの解
釈で役を演じていきます。後半は映画製作コースと合流して、撮影を行
います。シナリオをもとに役を演じ、他者に見られ聴かれることで、初
めて気づく映画演技の在り方を現場で体験します。

シナリオをもとにして映画演技（映像演技）の実践を行います。前半は
シナリオの仕組みや面白みを知るための脚本読解を行いながら物語を理
解し、自分の演技を探ります。後半は、自分なりの考えでつくった演技
を共演者と一緒に発表します。自分だけでなく共演する他者の気持ちや
間合いなども探りながら、想像をカタチにしていきます。

持参物
筆記用具、メモ、動きやすい服装

持参物
筆記用具、メモ、動きやすい服装

舞台芸術学科
Ⅰ期

演技・演出コース

俳優の仕事を体験しよう！
ーコミュニケーション編ー

Ⅱ期

俳優の仕事を体験しよう！
ー台詞表現編ー

午前中は、相手役とのコミュニケーションに焦点を当てた演技ワークショップ
を体験します。午後は、各自の希望で「演技チーム」
「ダンスチーム」
「歌唱
チーム」に分かれます。演技チームは短い場面づくりに、ダンスチームは
ミュージカル・ナンバーを使ったダンス表現に、歌唱チームはミュージカル・
ナンバーの歌唱表現に挑戦します。一日の最後には、舞台デザインコースと
合同で「舞台芸術とは？」を考えるワークを実施します。

午前中は、台詞表現に焦点を当てた演技ワークショップで多様な表現方
法を体験します。午後は、各自の希望で「演技チーム」
「ダンスチーム」
「 歌 唱 チーム」に分かれます。演 技 チームは短い場 面づくりに、ダンス
チームはミュージカル ・ナンバーを使ったダンス表 現に、歌 唱チームは
ミュージカル・ナンバーの歌唱表現に挑戦します。一日の最後には、舞台
デザインコースと合同で「舞台芸術とは？」を考えるワークを実施します。

持参物
動きやすい服装、スニーカーなどの動きやすい靴（ヒールやサンダルは不可）、筆
記用具、水分補給のための飲料

持参物
動きやすい服装、スニーカーなどの動きやすい靴（ヒールやサンダルは不可）、筆
記用具、水分補給のための飲料

舞台芸術学科
Ⅰ期

舞台デザインコース

さまざまな素材を使って動く舞台装置を作ろう！

Ⅱ期

照明機材や平台などの舞台備品を用いて
劇空間づくりに挑戦！

動く舞台装置があることをご存知ですか？舞台を彩る舞台装置ですが、
その中には動くことで劇空間を生み出すものも存在します。今回の授業
ではモチーフを読み解き、動く舞台装置をみなさんと創作する授業を行
います。動くという要素を取り入れた舞台装置をデザインし、創作する
ことを通して舞台ならではの協働を体験します。一日の最後には、演
技・演出コースと合同で「舞台芸術とは何か？」を考えるワークショッ
プを実施します。

モチーフを読み解き、自由に舞台空間をイメージして舞台のプランを作
成します。その後、実際の劇場空間を使用して照明や舞台備品を工夫し
てイメージした世界を表現する授業を行います。色々な機材に関する学
びやグループワークでの発見を活かしつつ「劇空間」づくりに挑戦する
ことで舞台ならではの協働を体験します。一日の最後には、演技・演出
コースと合同で「舞台芸術とは何か？」を考えるワークショップを実施
します。

持参物
動きやすい服装、筆記用具、ハサミ、カッター、のりなどの文房具（文房具は大学
でも準備します）

持参物
作業のしやすい服装（Tシャツやジャージなど、スカート不可）、スニーカーなどの
動きやすい靴（ヒールやサンダルは不可）、筆記用具（鉛筆、消しゴム、ボールペ
ンなど）
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外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期

文芸表現学科
Ⅰ期

授業内容・持参物

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

Ⅱ期

ことばの世界を広げよう②

読む、書く、話す、聴くなどさまざまな「ことば」を使った表現を体験
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、講義など、本コースでの4年間を1日に凝縮したよう
な体験授業を通して、あなたのことばの世界に対する興味を広げてくだ
さい。あなたのことばとの関わりがより豊かなものになるような体験授
業です。

Ⅱ期の体験授業でもⅠ期に引き続き、「ことば」を使った表現について
学びます。文章を読む、書くだけではなく、講義などを通して、本コー
スでの学びがどのように自分の文章力を発展させてくれるかを実感して
ください。それと同時に、あなたのことばの世界に対する興味を広げて
ください。アイデアを深める時間を通して、なにを書いてみたいかを見
つけるきっかけになるような体験授業です。

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、あなたが他者に紹介したい
と思う「本」1冊
※辞書・電子書籍などは使用不可

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）、あなたが他者に紹介したい
と思う「本」1冊
※辞書・電子書籍などは使用不可

アートプロデュース学科
Ⅰ期

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

Ⅱ期

「みる」から「魅せる」アートプロデュース②

作品とみる人の出会いをつくって「アート」を生み出すプロデュースの
基本と、そのために必要な力を身につけます。みんなで作品を見て、そ
の魅力や可能性を考える対話型鑑賞の授業、言葉やみせ方の工夫を通し
て新しい意味や価値を生み出す企画づくりの授業を行います。また、グ
ループワークを通して社会の中でアートを活かすための「ものの見方や
考え方」を学ぶ授業も体験します。

作品や物事のみる目を養う授業や、新たな価値や意味を生み出す形にま
とめあげる授業を行います。本コ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」についての理解を深めます。受講後には、今までとは「ものの見
方」が変わった自分に出会えます。

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）

持参物
筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルなど）

こども芸術学科
Ⅰ期

こども芸術コース

こども目線で瓜生山を観察し、
「物語」をつむぐ

Ⅱ期

こどもが遊びを発見する
「遊具」を構想する

こどもの可能性を引き出し、育むために、「物語」はとても大切です。ま
ずは緑豊かな瓜生山キャンパスで、あなたのこども心を呼び覚まし、自然
をよく観察してみましょう。次に、こども目線で見つけた気づきをもと
に、みんなで物語をつむいでいきます。最後に物語をこどもたちへ届ける
方法を考えてカタチにしていきます。発想から構想へ、こどもと芸術を
キーワードとした本学科での学びの方法が体験できる授業です。

大人にとっては見慣れた平凡な場所でも、こどもはそこでワクワクしなが
ら何かを発見し、次々と新しいあそびを創造していきます。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、遊びを発見、創造してみ
ましょう。そこで得た遊びのアイデアをもとに、こどもにとって魅力的な遊
具を構想し、カタチにします。そして、構想した遊具をみんなの前で発表
し、アイデアを共有します。

持参物
野外で行動しやすい服装、熱中症対策のための帽子やタオル、筆記用具（鉛筆、消
しゴム、シャープペンシルなど）、自分の使い慣れた描画用具一式（色鉛筆、クレ
ヨン、水彩絵具、アクリル絵具、筆、パレット、雑巾など）、はさみ、水分補給の
ための飲料

持参物
野外で行動しやすい服装、帽子、筆記用具（鉛筆、消しゴム、シャープペンシルな
ど）、はさみ、カッター

歴史遺産学科
Ⅰ期

文化財保存修復・歴史文化コース

年月が生み出す価値
ー劣化か、わびの美か？ー

Ⅱ期

「京都の歴史遺産とは？」と聞かれたら、艶やかな鳥居や舞妓さんという人
もいれば、落ち着いた古刹や名勝を思い浮かべる人もいるでしょう。その両
者が日本の美意識・歴史観を支える大切な要素です。本授業では特に後
者を代表する「わびの世界」について考えます。わび茶文化や国産陶器に
ついて、また、お茶掛けなどが年月を経てまとう古びた落ち着きとは何かに
ついて学び、文化財の保存修復の在り方について考えていきます。

近世の名所を歩く
ー絵画資料に見る京都の世界遺産ー

絵画は絵空事と言われていますが、「洛中洛外図」「都名所図会」等の
ように、当時の人でしか見ることのできない景観や年中行事を、写実性
をもって描かれた史料があります。本授業では、現代でも観光地として
人気がある名所を描いた絵画史料を題材に、今の姿と比較しながら相違
点を洗い出します。名所の歴史的変化を考察しながら、歴史遺産の保存
と継承について考えてみましょう。

持参物
動きやすい服装、筆記用具、メモ帳

持参物
動きやすい服装、筆記用具、メモ帳
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面接形式

外国人留学生選抜［Ⅰ期・Ⅱ期］
▶入試のポイント

▶実施方法 オンライン（Zoom）

・募集定員 Ⅰ期 若干名 Ⅱ期 若干名
・個人面接型の入学試験
・面接+ポートフォリオにより総合的に評価
・2コースまでの併願が可能

▶日程

Ⅰ期 ｜2022年10月15日（土）・16日（日）
Ⅱ期 ｜2022年12月10日（土）・11日（日）

▶実施の流れ
Ⅰ期

Step1

Ⅱ期
インターネット出願登録

7月21日（木）
〜8月2日（火）
※23：59 まで登録可

10月24日（月）
〜11月7日（月）

手続

検定料

インター
ネット

コース併願無料

35,000 円

①コースを選ぶ

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。

※23：59 まで登録可

②出願登録

詳細はP30〜31▷

所定のフォームで出願登録後、検定料を納入してください。

Step2

手続

出願書類提出

7月21日（木）
〜8月4日（木）
※必着

郵送

または

窓口持参

10月24日（月）
〜11月9日（水）

①出願書類提出

詳細はP28〜29▷

入学願書をダウンロードし、印刷のうえ、郵送または窓口持参に
て提出してください。
出願に必要な書類はP33〜35を確認してください。

※必着

※窓口受付｜月〜土 9：00〜17：30（日・祝休）
※海外から郵送する場合は日数がかかりますので早めにインターネット出
願登録を行い、すぐに書類を提出してください。必着日は変わりません
のでご注意ください。

②受験票をダウンロードする

詳細はP29▷

出願時に登録されたメールアドレスに受験票発行通知メールを送りま
すので、各自でダウンロードし、一次審査合否発表まで大切に保管し
てください。

Step3

一次審査合格発表

9月16日（金）
WEB 発表

11月30日（水）

ポートフォリオを元に一次審査を行い、合格された方のみ面接試
験に進むことができます。
10：00に大学WEBサイト上に一次合格者の受験番号一覧を公表
します。

WEB 発表

※一次合格者の方への書類の通知はありません。

受験票を再ダウンロードする

一次審査に合格された方には面接日時が記載された受験票をあらた
めて発行します。受験票発行通知メールが届いたら各自でダウンロー
ドし印刷のうえ合格発表まで大切に保管してください。
※試験日の3日前になっても受験票発行通知メールが届かない場合はアド
ミッション・オフィスまでお問い合わせください。

次ページへつづく
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Ⅰ期

Step4

Ⅱ期

手続

面接試験日

10月15日（土）・ 12月10日（土）・
16日（日）
11日（日）・
※どちらか1日

Step5

検定料

オンライン（Zoom）にて実施

面接試験日を自分で選ぶことはできません。

※どちらか1日

二次審査合格発表

11月1日（火）
通知投函

二次審査合否結果通知を大学から発送

Ⅱ期には
二次審査合格発表は
ありません。

一次審査の評価に面接試験の評価を加え、提出書類と共に総合的
に判断します。
※10：00に大学WEBサイト上に二次合格者の受験番号一覧を公表します。

Step6

最終合格発表
2023年

合否結果通知を大学より郵送

1月10日（火）

日本留学試験「日本語」の成績または日本語能力試験の結果等を
総合的に判定します。合格者には入学手続要項を送付します。

通知投函

Step7

入学手続
入学手続を行う

手続締切日

2023年

1月23日（月）

詳細はP39▷

締切日までに入学手続時納入金を納め、入学手続を済ませてください。
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試験内容
個人面接形式（1 人の面接時間は 20 分程度）です。
※集合時間・受験時間の詳細は受験票で案内します。

評価のポイント
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、芸術に関わる知識や技術を身に
つけてきたかの評価と、就学するための十分な日本語能力およびコミュニケーション能力があるか、本学で自分
を成長させようとする意欲があるかをポートフォリオ・面接内容などから総合的に評価します。

ポートフォリオについて
・ポートフォリオはA4サイズ、40ページ以内のもの1冊に限ります。
・出願書類とポートフォリオは角1サイズ（縦38.2cm×横27.0cm）の封筒に1つにまとめて郵送してください。
・角1サイズの封筒に同封できないものは受け付けません。
・2コース併願する場合も1冊のみ提出してください。
・ポートフォリオの表紙に、氏名を必ず明記すること。
・ポートフォリオに掲載する作品は受験者個人が制作したものに限ります。
・提出されたポートフォリオは原則返却しません。
以下は、ポートフォリオに含める内容として求める一例です。
全ての内容を含める必要はありませんが、ポートフォリオを制作する際の参考にしてください。

提出物に含める内容

備考

デッサン

鉛筆デッサン、木炭デッサンなど。

色彩表現

水彩画、油画など。

鉛筆写生

静物、人物、風景、建築物、インテリアなどの写真の克明な鉛筆写生。

風景画・背景画
立体造形

彫刻、陶磁器など。

イラストレーション

オリジナルのテーマで制作したもの。

キャラクター画

オリジナルのテーマで制作したもの。

ビジュアル表現

写真、ポスター、グラフィックなど。
映像作品のみの提出は不可。ポートフォリオに作品のタイトルや説

映像作品

明文、ビジュアル、作品の意図や目的、制作期間などを示すこと。
集団制作の場合、自分がどのような役割を担ったのかを示すこと。
リージョンフリーのDVDで提出してください。

ワークショップ、グループ制作などの資料
論文、評論、脚本、創作文などの文字資料

グループワークの場合、自分がどのような役割でどのような活動を
したのかを示すこと。
すべて自分で日本語訳したものを提出すること。
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筆記形式

外国人留学生科目選択型選抜［Ⅰ期・Ⅱ期］
▶入試のポイント
・募集定員 Ⅰ期 10％
Ⅱ期 10％
・得意科目で受験可能
・全国5会場にて実施
・4コースまでの併願が可能。また、本学併設校の
京都芸術デザイン専門学校と併願が可能

▶実施の流れ
Ⅰ期

Step1

▶会場

京都、東京、名古屋、岡山、福岡

▶日程

Ⅰ期
Ⅱ期

Ⅱ期

インターネット出願登録

10月24日（月） 12月19日（月）
2023
〜11月7日（月）
〜1月7日（土）

手続

検定料

インター
ネット

コース併願無料

※何科目受験しても
検定料は変わりません

35,000 円

①コースを選ぶ

4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。

年

※23：59 まで登録可

2022年11月25日（金）
2023年1月26日（木）

②試験科目・試験会場を選ぶ

※23：59 まで登録可

③出願登録

会場地図はP37▷

詳細はP30〜31▷

所定のフォームで出願登録後、検定料を納入してください。

Step2

手続

出願書類提出

郵送

または

窓口持参

10月24日（月） 12月19日（月）
2023
〜11月9日（水）
〜1月10日（火）

①出願書類提出

詳細はP28〜29▷

入学願書をダウンロードし、印刷のうえ、郵送または窓口持参に
て提出してください。
出願に必要な書類はP33〜35を確認してください。

年

※必着

※窓口受付｜月〜土 9：00〜17：30（日・祝休）
※年末年始期間の窓口受付は行っておりません。
※海外から郵送する場合は日数がかかりますので早めにインターネット出
願登録を行い、すぐに書類を提出してください。必着日は変わりません
のでご注意ください。

※必着

②受験票をダウンロードする

詳細はP29▷

出願時に登録されたメールアドレスに受験票発行通知メールを送りま
すので、各自でダウンロードし、印刷のうえ、受験時にお持ちくださ
い。合否発表まで大切に保管してください。
※試験日の3日前になっても受験票発行通知メールが届かない場合はアド
ミッション・オフィスまでお問い合わせください。

Step3

試験日
2023年

11月25日（金） 1月26日（木）

選択した会場にて実施

会場地図はP37▷

次ページへつづく
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Ⅰ期

Ⅱ期

Step4

手続

検定料

一次審査合格発表

12月5日（月）
通知投函

Ⅱ期には
一次審査合格発表は
ありません。

外国人留学生科目選択型選抜Ⅰ期は、試験科目等による一次審
査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。
※10：00に大学WEBサイト上に一次審査合格者の受験番号一覧を公表し
ます。

Step5

最終合格発表

2023年

1月10日（火）
通知投函

Step6

2023年

2月3日（金）

入学手続
手続締切日

1月23日（月）

2月20日（月）

重要

※Ⅱ期は10：00に大学WEBサイトにて、合格者受験番号一覧を公表します。

通知投函

手続締切日

2023年

合否結果通知を大学より郵送

合格者には入学手続書類が届きます。

入学手続を行う

2023年

詳細はP39▷

締切日までに入学手続時納入金を納め、入学手続を済ませてください。

外国人留学生科目選択型選抜Ⅱ期については、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 2023 年 3 月 31 日まであることが出願の追加条件です。出願時に更新の手続きをしている方は出願できます。
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試験科目
午前と午後から1科目ずつ最大2科目選べます。1科目のみの受験でも構いません。
午前と午後で、同一科目を選ぶことはできません。
午前

「国語・英語」

「鉛筆デッサン―手」

「鉛筆デッサン―静物」

午後

「小論文」

「鉛筆デッサン―手」

「鉛筆デッサン―静物」

判定方法
各科目ごとに合否判定を行います。
2科目受験する場合は、各科目における試験結果のうち、成績順位の高い科目で判定します。
※2〜4コース併願し、複数コースで合格基準に達した場合は、志望順位の高いコースのみ合格となります。

評価のポイント
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が見られるか、また「鉛筆デッサン―手／
静物」を通して観察力・構成力・表現力を、「小論文」を通して読解力・論理的思考力・文章表現力を、「国語・英
語」を通して基本的知識・文章読解力等の基礎学力が身についているかを測り、提出書類（志望理由書・成績証明書な
ど）を含め総合的に評価します。

試験内容
小論文

国語・英語
試験内容

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）。

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

11：30〜13：00（1 時間 30 分）

時間

14：30〜16：00（1 時間 30 分）

配点

200 点

配点

携行品
（使用可能用具）
大学準備物

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）

200 点
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）
問題用紙、解答用紙、下書用紙（A4 白紙）1 枚

ねらい

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
必要とされる語彙力と、文章の読解能力を問おうとする。語彙は
漢字語や慣用句を問う形を取るが、単なる知識だけではなく、そ
の運用能力を問う問題である。また読解能力を問うため、評論
文・論説文・小説などを題材にして一定の長さの文章の内容理解
について問題が出題される。

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・論理性・客観性があるか）。問題文は、芸
術・人文・社会・自然などの分野から、評論文・論説文・エッセ
イなどを題材とする。

［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。

アドバイス

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（大学入学共
通テスト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。

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、自分独自の考えや主
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。

［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。

次ページへつづく
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鉛筆デッサン−静物

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。

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。

時間

午前｜10：00〜13：00（3 時間）
午後｜14：30〜17：30（3 時間）

時間

午前｜10：00〜13：00（3 時間）
午後｜14：30〜17：30（3 時間）

配点

200 点

配点

携行品
（使用可能用具）

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

携行品
（使用可能用具）

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
紙コップ（白色 3 個）と公表モチーフ 1 種
を描く。

モチーフ・
課題の公表内容

自身の手を描く。

モチーフ・
課題の公表内容

大学準備物

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

大学準備物

※試験ごとに、紙コップ 3 個と公表モチーフ
1 種（P24）が出題されます。
※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。

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

ねらい

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
デッサンの試験を実施する。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。

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試験を実施する。

アドバイス

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。

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。

モチーフ公表の意図について
アドミッション・ポリシー（P44）の通り、外国人留学生
科目選択型選抜においては、「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表を行って
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。
紙コップ（白色3個）
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公表モチーフ

スキレット

紙風船

パプリカ（黄）

筆洗バケツ

タマネギ

シュロ縄

トートバッグ（綿）
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シェラカップ

共 通テスト

外国人留学生日本留学試験利用型選抜
▶入試のポイント

▶会場

日本留学試験各会場

・募集定員：若干名
・日本留学試験の結果のみで受験可能
・2コースまでの併願が可能

▶日程

第1回｜2022年6月19日（日）
第2回｜2022年11月13日（日）

※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。

▶実施の流れ

Step1

インターネット出願登録

2023年

2月9日（木）
〜18日（土）

①コースを選ぶ

※23：59 まで登録可

「理科」「総合科目」「数学」の内、いずれか1科目を選択する。

手続

検定料

インター
ネット

コース併願無料

15,000 円

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。

②試験科目を選ぶ

※「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】日本語能力の審査のため「日本語」は必須です。

③出願登録

詳細はP30〜31▷

所定のフォームで出願登録後、検定料を納入してください。

Step2

手続

出願書類提出

郵送

または

窓口持参

2023年

2月9日（木）
〜20日（月）

必着

①出願書類提出

詳細はP28〜29▷

入学願書をダウンロードし、印刷のうえ、郵送または窓口持参にて提出してください。
出願に必要な書類はP33〜35を確認してください。

※窓口受付｜月〜土 9：00〜17：30（日・祝休）
※海外から郵送する場合は日数がかかりますので早めにインターネット出願登録を行い、すぐに書類を提出して
ください。必着日は変わりませんのでご注意ください。

②受験票をダウンロードする

詳細はP29▷

出願時に登録されたメールアドレスに受験票発行通知メールを送りますので、各自でダウンロードし、印
刷のうえ、合否発表まで大切に保管してください。
※合格発表日の3日前になっても発行通知メールが届かない場合は、アドミッション・オフィスまでお問い合わせくだ
さい。

Step3

合格発表

2023年

3月3日（金）
通知投函

Step4

合格者には入学手続書類が届きます。

※10：00に大学WEBサイトにて、合格者受験番号一覧を公表します。

入学手続

手続締切日

2023年

合否結果通知を大学より郵送

3月9日（木）

入学手続を行う

詳細はP39▷

締切日までに入学手続時納入金を納め、入学手続を済ませてください。

通知投函

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 2023 年 3 月 31 日まであることが出願の追加条件です。
出願時に更新の手続きをしている方は受験できます。
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。

●日本留学試験（EJU）を 2022 年 6 月または 2022 年 11 月の試験にて、「日本語」および「日本語」以外に 1 科目以上受験する者が対象。
●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。
6 月と 11 月それぞれの科目を組み合わせて判定はおこないません。
●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。
※6 月と 11 月の両方を提出した場合、11 月分を採用します。
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受験までの流れ
書類は発行までに時間がかかるものもありますので、早めに準備してください。

外国人留学生体験授業型選抜
1. インターネットエントリー登録
手続

検定料

証明写真

併願

インターネット

エントリー
無料

データを
出願サイト上で
アップロード

エントリー・
体験授業受講は
他大学との
併願可

詳細はP30〜31▷

・登録後はサイト上で、志望順位、志望コース、受験日程など試験に関わる内容の追加や変更はできませんので、
登録前によく確認してください。
・登録完了後に住所等の個人情報に変更がある場合は、アドミッション・オフィスまでご連絡ください。

2. エントリー書類を提出
手続
郵送

または

窓口持参

エントリーに必要な書類は P33 を確認してください。

（1）エントリー申込書・経歴書・封筒貼付用宛名シートをダウンロードする
インターネット出願サイトの「出願登録／出願確認」ページにアクセス
してください。
※ページの拡大・縮小はせずに A4 で印刷してください。

（3）経歴書へ記入する
印刷した経歴書にペン書きで記入してください。

（インターネット出願サイト）

（4）エントリー書類を郵送または、窓口持参により提出する
封筒貼付用宛名シートを貼った市販の角2サイズの封筒にエントリー書類一式を入れ、
簡易書留・速達で郵送または、窓口持参で提出してください。
送付先 〒606-8271

京都市左京区北白川瓜生山 2 番地 116 号
京都芸術大学 アドミッション・オフィス

※持参の場合：アドミッション・オフィス 窓口受付｜月〜土 9：00〜17：30（日・祝休）
年末年始期間の窓口受付は行っておりません。
持参の場合も封筒貼付用宛名シートを貼付してください。
感染症拡大防止のため、窓口受付を行うことができない場合があります。
〈海外在住者〉「封筒貼付用宛名シート」を貼りつけた封筒にエントリー書類一式を入れてください。
その封筒を国際宅配便（EMS、DHL、UPS、FedEX 等）の専用封筒に入れ発送してください。
送付先：Kyoto University of The Arts

Admission office 2-116,Uryuyama,Kitashirakawa,Sakyo-ku,Kyoto,606-8271 JAPAN

ことによってエントリーが完了し、受験票が発行されます。
注意｜すべて期間内に完了する
エントリー登録・エントリー書類提出のいずれかが行われなかった場合は、受験できません。
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京都芸術大学

アドミッション・オフィス

行

3. 受験票のダウンロード・印刷
エントリー書類を確認後、
「受験票」を発行します。エントリー時に登
録されたメールアドレスへ受験票発行通知メールを送りますので、各自
でダウンロードし、印刷のうえ、受験時にお持ちください。受験票のダ
ウンロードはインターネット出願サイトの「出願登録／出願確認」ペー
ジから行ってください。
受験票は合否発表まで大切に保管してください。
※試験日の前日になっても受験票発行通知メールが届かない場合は、アドミッション・オ
フィスまでお問い合わせください。
（インターネット出願サイト）

受験（体験授業を受講）

4. 出願手続

※エントリー（出願可否）結果発表で「出願可」通知を受けた方に限る

手続

検定料

郵送

35,000 円

窓口持参

15,000 円※

または

または

証明写真

併願

写真を入学願書に
貼付

出願は
本学を専願と
する方に限る

出願に必要な書類は
P33〜35 を確認して
ください。
※P03 記載のオープンキャンパスに
参加した方は検定料 15,000 円

出願可通知に同封して出願手続事項を郵送しますので、要項に沿って出願手続をしてください。
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外国人留学生科目選択型選抜 / 外国人留学生選抜 / 外国人留学生日本留学試験利用型選抜
1. インターネット出願登録
手続

証明写真

併願

インターネット

データを
出願サイト上で
アップロード

他大学との
併願可

詳細はP30〜31▷

2. 検定料の納入
検定料

検定料

外国人留学生
科目選択型選抜
外国人留学生選抜
35,000 円

外国人留学生
日本留学試験
利用型選抜
15,000 円

インターネット出願サイトに登録した日の翌日 23：59 まで（インターネット出願登録期間最終日に出願登録した
場合は翌日 16：00 まで）に以下❶❷のいずれかの方法で検定料をお支払いください。
支払期限をすぎると、登録された内容での検定料支払いができなくなります。
※時間はすべて日本時間で設定しています。

❶クレジットカード
カード情報を入力し、決済を完了させてください。入金完了メールが通知されます。
【利用可能なクレジットカード】
❷コンビニ・ペイジー
インターネット出願登録での支払い方法選択時、「支払確認番号確認画面」に支払い時に必要な番号が表示されま
すので、必ずメモしてください。日本国外から支払う場合、「コンビニ」「ペイジー」は利用できません。
※いったん振り込まれた（決済された）検定料は、願書の提出が無かった場合などを含め理由のいかんにかかわらず返金いたしません。

注意｜インターネット出願および検定料の納付だけでは出願完了となりません。
3. 出願書類提出
手続
郵送

または

窓口持参

出願に必要な書類は P33〜35 を確認してください。

28

（1）入学願書・経歴書・志望理由書・封筒貼付用宛名シートをダウンロードする
以下❶❷のいずれかの方法でアクセスし、ダウンロード・印刷してください。
❶検定料の支払い後に届く「入金確認メール」に記載の URL
❷インターネット出願サイトの「出願登録／出願確認」ページにアクセス
※ページの拡大・縮小はせずに A4 で印刷してください。

（インターネット出願サイト）

（2）志望理由書を記入する
印刷した志望理由書に、本学への志望理由や入学後にやりたいことなどを手書
きで記入してください。
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ᮏᏛ䜈㐍Ꮫ䜢ᕼᮃ䛩䜛⌮⏤䚸⮬ᕫPR➼䜢䚸ᚿ㢪⪅ᮏே䛜グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䠄」ᩘ䝁䞊䝇ᚿᮃ䛾ሙྜ䛷䛒䛳䛶䜒䚸䛣䛾⏝⣬1ᯛ䛻䜎䛸䜑䜛䛣䛸䠅䚹

※所定のフォーマット内に収まるように記入してください。
※フォーマットに字数の制限はありません。複数コースを併願する場合も 1 枚に全てのコースの理由
についてまとめて記載してください。
ヨ㦂༊ศ

ᚿᮃ䝁䞊䝇

Ặ䚷䚷ྡ

➨㻝ᚿᮃ
➨㻞ᚿᮃ

（志望理由書）

（3）経歴書へ記入する
印刷した経歴書にペン書きで記入してください。

（4）出願書類を郵送または、窓口持参により提出する
封筒貼付用宛名シートを貼った市販の角2サイズの封筒に出願書類一式を入れ、
簡易書留・速達で郵送または、窓口持参で提出してください。
送付先 〒606-8271

京都芸術大学

京都市左京区北白川瓜生山 2 番地 116 号
京都芸術大学 アドミッション・オフィス

アドミッション・オフィス

行

※持参の場合：アドミッション・オフィス 窓口受付｜月〜土 9：00〜17：30（日・祝休）
年末年始期間の窓口受付は行っておりません。
持参の場合も封筒貼付用宛名シートを貼付してください。
感染症拡大防止のため、窓口受付を行うことができない場合があります。
〈海外在住者〉「封筒貼付用宛名シート」を貼りつけた封筒にエントリー書類一式を入れてください。
その封筒を国際宅配便（EMS、DHL、UPS、FedEX 等）の専用封筒に入れ発送してください。
送付先：Kyoto University of The Arts

Admission office 2-116,Uryuyama,Kitashirakawa,Sakyo-ku,Kyoto,606-8271 JAPAN

ことによって出願が正式に受理され、受験票が発行されます。
注意｜すべて期間内に完了する
出願登録・検定料納入・出願書類提出のいずれかが行われなかった場合は、出願を受理できません。

4. 受験票のダウンロード・印刷
出願書類を確認後、「受験票」を発行します。発行後、出願時に登録されたメール
アドレスへ受験票発行通知メールを送りますので、各自でダウンロード、印刷し、受
験時にお持ちください。受験票のダウンロードはインターネット出願サイトの「出願登
録／出願確認」ページから行ってください。
「受験票」は合否発表まで大切に保管してください。
※試験日の 3 日前になっても受験票発行通知メールが届かない場合は、アドミッション・オフィスまで
お問い合わせください。
（インターネット出願サイト）
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インターネットエントリー／インターネット出願方法
注意

入試種別によって一部呼び方が異なります。
外国人留学生体験授業型選抜

外国人留学生科目選択型選抜 / 外国人留学生選抜 / 外国人留学生日本留学試験利用型選抜

インターネットエントリー・エントリーフォーム

インターネット出願・出願登録フォーム

STEP

01

STEP

02

証明写真データを用意する
証明写真をアップロードしますので、事前にご用意ください。

大学 WEB サイト「入試情報」にアクセスする
インターネットに接続されたパソコンまたはスマートフォンを用意し、
大学 WEB サイト「入試情報」にアクセスしてください。

https://www.kyoto-art.ac.jp/admission/
STEP

03

大学 WEB サイト
「入試情報ページ」

インターネット出願サイトのアカウントを作成しログインする
1.

インターネット出願サイトにアクセスする
大学 WEB サイト「入試情報」にあるエントリー／出願する入学試験のページを開き、
「エントリーフォーム／出願登録フォーム」をクリックし、
インターネット出願サイト「Post@net」にアクセスしてください。

2.

アカウント作成をする
インターネット出願サイト「Post@net」の「アカウント作成」を
クリックし、
「利用規約」
「個人情報取扱いについて」を
確認・同意したのちメールアドレスとパスワードを
登録してください。

登録したメールアドレスに仮登録のためのメールが
送信されますので、メールを確認し、登録を完了
させてください。

3.

STEP

04

ログインする
登録したメールアドレスに送信される
認証コードを入力し、ログインをしてください。

学校一覧から検索し、出願登録ページを開く

Post@net トップの「学校一覧」から「京都芸術大学」を検索し、「出願」をクリックして出願ページを開き、
出願登録ボタンをクリックしてください。
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STEP

05

エントリー／出願登録を行う
画面の指示に従って登録してください。
1.

入試区分の選択
外国人留学生の方は必ず留学生用の入試を選択してください。留学生用の入試の名称には必ず「外国人留学
生」が付きます（外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期など）。
日本人用の入試にエントリー／出願した場合、受験できませんのでご注意ください。

2.

志望コース・試験会場・受験科目の選択

3.

志願者情報（氏名・住所等）の入力
志願者情報の入力・確認画面では、必ず入力した内容（特に生年月日・電話番号・住所）に誤りがないか、
十分に確認してください。特に住所の番地抜けが多く見受けられます。志願者情報の確認画面を過ぎると
内容の変更ができません。

4.

エントリー／出願登録番号の確認
出願登録番号確認画面には、出願登録番号（8 桁）が表示されます。

5.

以降はエントリー／出願する入学試験によって流れが異なります。
外国人留学生体験授業型選抜

エントリー書類および受験票のダウンロード・印刷を行ってください。
詳細はP26〜27▷
（1）検定料の支払い方法を選択し、検定料を以下❶❷のいずれかの
方法でお支払いください。
❶クレジットカード
カード情報を入力し、決済を完了させてください。
入金完了メールが通知されます。

外国人留学生科目選択型選抜
外国人留学生選抜
外国人留学生日本留学試験
利用型選抜

【利用可能なクレジットカード】
❷コンビニ・ペイジー
「支払い確認番号確認画面」に支払い時に必要な番号が
表示されますので、必ずメモしてください。
※日本国外から支払う場合「コンビニ」「ペイジー」は
利用できません
（2）出願書類および受験票のダウンロード・印刷を行ってください。
詳細はP28〜29▷
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エントリー・出願について

●証明書類は出身校から 1 年以内に発行された原本を提出してください（代理発行機関から発行されたものは不可）。なお、合否にかかわら
ず返却できません。
●高等学校の卒業（見込）証明書、成績証明書が新たに発行されない場合は原本のコピーも可とします。ただしコピーされたものに出身校（発
行元）の公印と、公印を押した日付の記入が必要です。
●電子版証明書（PDF 含む）を提出する場合は、個人の証明内容が確認できるサイトにアクセスできる QR コードや URL 等の記載がある書類
のみ原本と認めます。
●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（原本と翻訳文の両方を提出してください）。
●翻訳文には公的機関または在籍校（日本語学校を含む）など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。
●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。
【注意】証明書類の取り寄せや翻訳文の作成は日数がかかるので、早めに準備をしてください。

出願上の注意

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。
出願書類

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。

字

体

変

更

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書いてください。

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、必ずアドミッション･オフィスに連絡してください。

個人成績開示

旧字体

本学では、外国人留学生科目選択型選抜において、受験生全員に対して個人成績を開示します。開示方法は、合格発表日に郵便
にて本学より郵送（投函）します。

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

本学園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。

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。
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エントリー・出願に必要な書類
入試種別

外国人留学生体験授業型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）
（エントリー方式）

外国人留学生科目選択型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）
外国人留学生選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）
外国人留学生日本留学試験利用型選抜

インターネット入力後印刷して郵送

−

写真データ

インターネットアップロード

−

経歴書

1枚

−

エントリー

エントリー申込書

出
願

在留カード

1通

−

高等学校（後期中等教育機関）
卒業（見込）証明書

1通

−

入学願書

1通

インターネット入力後印刷して郵送

写真データ

−

インターネットアップロード

経歴書

−

1枚

志望理由書

−

1枚

検定料納付票

1枚

−

在留カード

−

1通

パスポート

1通

1通

高等学校（後期中等教育機関）
卒業（見込）証明書

−

1枚

高等学校（後期中等教育機関）
成績（見込）証明書

1枚

1枚

留学経費支弁誓約書

1枚

1枚

留学経費支弁者との関係

経費支弁者が親族以外の場合1 通

経費支弁者が親族以外の場合1 通

留学経費支弁者の年間所得

1通

1通

日本語教育施設出席状況証明書

日本語学校に通われている方のみ1 通

日本語学校に通われている方のみ1 通

日本語試験の通知書類

1通

1通

ポートフォリオ

−

外国人留学生選抜を受験する場合1冊

外国人留学生体験授業型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）エントリー
書類の種類

1

2

3

注意事項ほか

様式

インターネットエントリー登録後、出願ページの「出願登録／出願確認」よりダウンロード
し、印刷してください。

指定書式

経歴書

インターネットエントリー登録後、出願ページの「出願登録／出願確認」よりダウンロード
し、印刷・記入してください。志願者本人が黒ペンを使って直筆で記入してください。（鉛
筆・フリクションペンは不可）

指定書式

在留カード

表面・裏面両方のコピーを提出してください。裏面が無記入の場合でも必ずコピーを提出
してください。

ダウンロード

エントリー申込書
ダウンロード

コピー

※海外在住により所持していない場合は提出不要です。

高等学校
4 （後期中等教育機関）の
卒業（見込）証明書

大学入学資格を確認するために必要です。
・1年以内に発行された原本に限ります。
原本
・日本語・英語以外で書かれている場合は、必ず公的機関や在籍校（日本語学校を含む）
（コピー不可）
による証明を受けた翻訳文を添付すること。
※翻訳文のみの提出は不可。必ず卒業（見込）証明書の原本とあわせて提出すること。

5

ダウンロード

封筒貼付用宛名シート

市販の角 2 サイズ封筒（縦 33.2 ㎝ × 横 24.0 ㎝）に本票を貼付け、簡易書留速達または持参
し提出してください。
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指定書式

すべての入試の出願
出願書類は入試ごとに全て提出してください。封筒も入試ごとに別で提出してください。

●外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期で「出願可」となり出願する場合…
●そのほかの入試に出願する場合… ・ の書類を準備してください。

・

の書類を準備してください。

外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期で
「出願可」
となり出願する場合必要な書類…以下 4 点と
書類の種類

1

入学願書

の書類を出願時に提出。

注意事項ほか

様式

「出願可」となった方に送付します。必ず所定の用紙を使用してください。志願者本人が黒ペン
を使って直筆で記入してください。（鉛筆・フリクションペンは不可）。

指定書式

指定書式

―

2

検定料納付票

・「出願可」となった方に送付します。
・本学所定の払込取扱票を使用し、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）
・一旦納入された検定料は返還できません。
・受付局日附印の押された「振替払込受付証明書（お客さま用）」を必ず受け取り、［検定料
納付票］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。「振替払込請求書兼受領証」は領収書となりますので大切に保管
してください。

3

写真 1 枚

入学願書に貼付してください。上半身、脱帽、正面、背景なし、縦 4 ㎝ × 横 3 ㎝で枠なし、3
か月以内に撮影したもの。写真の裏面に氏名と志望コースを記入。
※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。

4

留学経費支弁誓約書

「出願可」となった方に送付します。留学経費の支弁者が直筆で記入のこと。代筆不可。

所定書式

C の書類も必要です。P35を確認してください。
外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期以外の入試の出願に必要な書類…以下8点と
書類の種類

1

2

3

4

ダウンロード

入学願書

ダウンロード

経歴書

ダウンロード

志望理由書

在留カード

の書類を出願時に提出。

注意事項ほか

様式

インターネット出願登録後、出願ページの「出願登録／出願確認」よりダウンロードし、印刷し
てください。

指定書式

インターネット出願登録後、出願ページの「出願登録／出願確認」よりダウンロードし、印刷し
てください。
必ず指定の用紙を使用してください。志願者本人が黒ペンを使って直筆で記入してください。
（鉛筆・フリクションペンは不可）

指定書式

インターネット出願登録後、出願ページの「出願登録／出願確認」よりダウンロードし、印刷し
てください。
志願者本人が全て日本語で記入してください。志望するコースの数に限らず、1 枚にまとめて
ください。第三者による翻訳は不可。

指定書式

表面・裏面両方のコピーを提出してください。裏面が無記入の場合でも必ずコピーを提出して
ください。
更新手続中の場合、裏面に「更新許可申請中」のスタンプが押してあること。

コピー

※海外在住により所持していない場合は提出不要です。

高等学校
5 （後期中等教育機関）の
卒業（見込）証明書

大学入学資格を確認するために必要です。
・1年以内に発行された原本に限ります。
原本
・日本語・英語以外で書かれている場合は、必ず公的機関や在籍校（日本語学校を含む）によ （コピー不可）
る証明を受けた翻訳文を添付すること。
※翻訳文のみの提出は不可。必ず卒業（見込）証明書の原本とあわせて提出すること。

6

7

8

ダウンロード

留学経費支弁誓約書
ダウンロード

封筒貼付用宛名シート

留学経費の支弁者が直筆で記入のこと。代筆不可。

指定書式

市販の角 2 サイズ封筒（縦 33.2 ㎝ × 横 24.0 ㎝）に本票を貼付け、簡易書留速達または持参にて
提出してください。
※外国人留学生選抜のみ市販の角 1 サイズ封筒（縦 38.2 ㎝ × 横 27.0 ㎝）を使用してください。

指定書式

A4 サイズ、40 ページ以内のもの 1 冊
ポートフォリオ
（外国人留学生選抜のみ） 詳しくは P19 を参照してください。

の書類も必要です。P35を確認してください。
34

●外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期で「出願可」となり出願する場合…
●そのほかの入試に出願する場合… ・ の書類を準備してください。
全ての入試の出願に必要な書類…

または

パスポート

高等学校
2 （後期中等教育機関）の
成績証明書

の書類を準備してください。

の書類と合わせて以下6点を全て提出すること。

書類の種類

1

・

注意事項ほか

様式

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。

コピー

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
原本
ください。
（コピー不可）
・1年以内に発行された原本に限ります。
・日本語・英語以外で書かれている場合は、必ず公的機関や在籍校（日本語学校を含む）によ
る証明を受けた翻訳文を添付すること。※翻訳文のみの提出は不可。

留学経費支弁者との
関係

留学経費支弁者との関係を明らかにする書類を提出してください。
※留学経費支弁者が親族（父母、祖父母、兄弟姉妹、伯（叔）父、伯（叔）母）の場合、提出
は不要です。それ以外の場合、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を作成し提出してください。
・日本語・英語以外で書かれている場合は、必ず公的機関や在籍校（日本語学校を含む）によ
る証明を受けた翻訳文を添付すること。※翻訳文のみの提出は不可。

4

留学経費支弁者の
年間所得

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を提出してください。
A-4、B-6［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。例）留学経費支弁者の年間所得証明書、預金残高証明書など
・1年以内に発行されたものに限ります。
・日本語・英語以外で書かれている場合は、必ず公的機関や在籍校（日本語学校を含む）によ
る証明を受けた翻訳文を添付すること。※翻訳文のみの提出は不可。

5

日本語教育施設
出席状況証明書

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、入学〜出願
原本
時点までの「出席状況証明書」
（様式自由）を提出してください。
（コピー不可）
※日本語学校等に在籍していない方（すでに卒業した方も含む）は不要です。

3

コピー可

コピー可

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。期日までに届かな
い場合、判定不能のため不合格となります。
いずれか一つの書類を提出してください。
⑴日本語能力試験の場合…「認定結果および成績に関する証明書（原本）」を提出。（コピー不可）
※認定結果および成績に関する証明書は本人に通知されるハガキではありません。
JEES または実施機関に請求が必要です。

6

日本語試験の通知書類

2021 年 12 月受験

2022 年 7 月受験

出願時に提出

外国人留学生選抜Ⅰ期に出願する場合
12 月 9 日㈮必着
上記以外の入試

出願時に提出

⑵日本留学試験の場合…「受験票のコピー」を提出。
2022 年 6 月受験

出願時に提出

2022 年 11 月受験

外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期／外国人留学生選抜Ⅰ期に出願する場合
12 月 9 日㈮必着
上記以外の入試

出願時に提出

【注意】複数回分の提出があった場合、日本語能力試験は2022年7月分、
日本留学試験は2022年11月分の結果を採用します。
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指定あり

受験について
受験上の注意

受験票

試験会場

受験票は各自ダウンロード、印刷してください。
試験の3日前
（外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期は試験日前日）になっても受験票発行通知メールが届かない場合は、アドミッショ
ン・オフィスにお問い合わせください。
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。
試験会場へのアクセスは、P37 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。

持参物

本募集要項に記載してある、試験科目ごとの携行品（使用可能用具）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

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 分未満の遅刻者に対し試
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。直ちにアドミッション・オフィスへ電話連絡し、「遅延証明書」をお持ちください（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。

刻

入構禁止日時
入構時間
服

装

携帯電話類

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、その他の会場は 9：00 からです。試験開始 20 分前には、着席してください。
外国人留学生選抜以外の入試で、集合時間の指定はありません。各自でご判断ください。
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：学生食堂の営業を行います。持参も可です。
その他の会場：会場近隣の飲食店をご利用ください。持参の場合、会場内で昼食場所を設けます。
※感染症拡大防止のため学生食堂の営業を行わない場合があります。

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。
※感染症拡大防止のため付添者の入構を禁止する場合があります。

受験のための宿泊
学外での配布物
その他

JTB を通じてご紹介しています。P38 を参照してください。
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。
自然災害などの不測の事態により、緊急対応措置を行う場合があります。

入学試験における感染症の対応について
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。

障がいのある方の受験について
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、エントリー・出願前に必ずアドミッション・オフィスに連絡し、面談を受
けてください。
面談では、受験上の配慮および修学上の支援についての対話をします。
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。
その際、右記二次元コードより「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請フォーム」に入力をし、送信してください。
送信後、アドミッション・オフィスから電話連絡をいたします。5 日以内に連絡がない場合はお電話ください。
⑵ 面談の内容により「診断書」の提出を求める場合があります。（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のみです。

【お問い合わせ先】 アドミッション・オフィス
0120-591-200
メールアドレス nyugaku@office.kyoto-art.ac.jp
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試験会場
N

京都会場
〈京都 瓜生山キャンパス〉

叡山電鉄叡山本線
北大路通

川
賀茂

地下鉄烏丸線

北大路

A1 のりば・市バス５系統

京都芸術大学
瓜生山キャンパス

高野

川

カミハテチョウ

岩倉行「 上終町 ・瓜生山学園 京都芸術大学前」下車（所要
時間約 50 分）

茶山

■地下鉄「北大路駅」
（北大路バスターミナル）より

上終町・瓜生山学園
京都芸術大学前

東大路通

川端通

鴨川

河原町通

烏丸通

赤 B のりば・市バス 204 系統循環
カミハテチョウ

北白川別当町

出町柳

今出川通
堀川通

■JR「京都駅」より

銀閣寺方面「 上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」下車（所
要時間約 15 分）
※地下鉄北大路駅へは地下鉄京都駅より約 15 分

白川通

■京阪「出町柳駅」より

丸太町通

①市バス上終町３系統
カミハテチョウ

カミハテチョウ

上終町 ・瓜生山学園 京都芸術大学前行
「 上終町 ・瓜生山

学園 京都芸術大学前」下車（所要時間約 15 分）
※バス停は今出川通沿いです

御池通
地下鉄東西線

チャヤマ

三条通

②叡山電車
（京阪出町柳駅乗りかえ）茶山駅下車、徒歩約10 分

京阪三条

■阪急「京都河原町駅」より

四条通
阪急電鉄京都線

①河原町 H のりば・市バス５系統
カミハテチョウ

京阪本線

京都河原町

岩倉行「 上終町 ・瓜生山学園 京都芸術大学前」下車
（所要時間約 30 分）
②河原町 G のりば・市バス上終町 3 系統

国道１号線

五条通

カミハテチョウ

カミハテチョウ

上終町 ・瓜生山学園 京都芸術大学前行
「 上終町 ・瓜生山

JR線

京都駅

至大阪

学園 京都芸術大学前」下車（所要時間約 30 分）

至大津

※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。
※本学の最寄りのバス停は
「上終町・瓜生山学園 京都芸術大学前」です。

東京会場

名古屋会場

〈京都芸術大学 外苑キャンパス〉

〈愛知県産業労働センター ウインクあいち〉

慶応義塾大病院
国立競技場駅

信濃町

都営地

下鉄大

江戸線

外苑キャンパス

外
苑
東
通
り

N

青山中学校

西口
蔵門線
東京メトロ半

青山一丁目駅
（0番出口）

岡
青山通り
山
駅

外苑駅前
線
〈岡山シティホテル桑田町別館〉
銀座
東口

所 在 地
東京都港区北青山 1-7-15

HONDA
●ビッグカメラ
駅前

ミッドランド
スクエア

近鉄パッセ

錦通

アクセス
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

山線

鉄東

地下

所 在 地
名古屋市中村区名駅4丁目
4-38

通り
広小路

福岡会場

●ドレミの街
路面電車

ビッグ
アッ
プル
〈パピヨン
24〉
千代郵便局

駅
山

N

名鉄百貨店

交番

●高島屋

岡

J
R
名
古
屋
駅

アクセス
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

ンター
国際セ

桜通線

地下鉄

ウインク
あいち

屋

明治記念館

正門

岡山会場

桜通
名古

明治神宮外苑にこにこパーク

明治神宮
球場

半蔵門線

大名古屋ビル

首都高速4号新宿線

聖徳記念絵画館
国立競技場

至
四
ツ
谷

武線

JR総

市民体育館

●
岡山ワシントンホテルプラザ

●
ホテルグランヴィア岡山

福岡銀行

千
代
県
庁
口
駅

パピヨン２４
日産

●イオンモール岡山

ホテルメルパルク岡山
●
●
岡山シティホテル
桑田町

N

地
下
鉄
箱
崎
線

所 在 地
岡山市北区桑田町 2−21
●アークホテル岡山

岡山シティホテル桑田町
別館

アクセス
JR「岡山駅」東口より
徒歩約 7 分

N

眼科

木村外科

出光
法性寺

レガロ
福岡
誠十字病院

所 在 地
福岡市博多区千代 1-17-1
アクセス
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

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。
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宿泊案内
宿泊設定日（出発日）について
体験授業型Ⅰ期【A 日程・B 日程・C 日程】

科目選択型Ⅰ期

体験授業型Ⅱ期【A 日程・B 日程】

科目選択型Ⅱ期

2022 年 9月8日
（木）
〜12日
（月）

2022 年 10月7日
（金）
〜10日
（月）

6．京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
旅行料金には、以下の京都市宿泊税が含まれております。

2022 年 11月24日
（木）
〜26日
（土）

1
2
3

2023 年 1月25日
（水）
〜27日
（金）

宿泊施設について

ご旅行条件（要約）

●旅行代金は、1 泊サービス料・税込みの大人お一人あたりの宿泊代金です。
食事条件は 1 泊朝食付、1 泊夕・朝食付の 2 種類の設定がございます。
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、1 泊あたり 3,300 円の追加代金がかかります。
●下記ホテルでは、朝 1 便（定刻出発）の京都芸術大学まで送りの車があり、宿泊者がご利用頂く事が可能で
す。
（無料）
※当社は宿泊のみの手配となり、送りの車については各ホテルの提供となります。
（旅行契約には含まれません）
※送りのみで迎えはございません 。送りの行先は京都芸術大学瓜生山キャンパスのみに限ります。
※各ホテルの出発時間など詳しくは各ホテルへお問い合わせください。

（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

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。

夕食付プランは設定なし

三井ガーデンホテル京都三条

※休前日はお一人様一泊 3,300 円追加になります。

￥11,500 T

体験授業型Ⅱ期
【A 日程・B 日程】

S

￥14,700 T ￥12,800

科目選択型選抜Ⅰ期

S

￥16,500 T ￥13,500

科目選択型選抜Ⅱ期

S

体験授業型Ⅰ期
S
【A 日程・B 日程・C 日程】 S

S
S
JR 京都駅から
S
地下鉄烏丸線、烏丸御池駅下車、徒歩 1 分
科目選択型選抜Ⅰ期
S
（ホテルから徒歩
セールス 四条烏丸バス停
ポイント 10 分）
S
より、市バス 5 系統にて
科目選択型選抜Ⅱ期
S
体験授業型Ⅰ期
S
ホテル平安の森京都
【A 日程・B 日程・C 日程】 S
京都市左京区岡崎東天王町 51 バス トイレ 体験授業型Ⅱ期
S
S
【A 日程・B 日程】
JR 京都駅から
S
市バス 5 系統、東天王町下車
科目選択型選抜Ⅰ期
S
セールス
（10 分）。
ポイント 大学へのアクセスが便利
S
科目選択型選抜Ⅱ期
S
京都市中京区三条烏丸西入ル御倉町 80 バス トイレ

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うえお申し込み下さい。
●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社Ｊ
ＴＢ京都中央支店
（京都府京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町 167 ／観光庁長官登
録旅行業第 64 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。
当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
●旅行のお申込みおよび契約成立の時期
⑴所定の申込書に必要事項を記入し、申込金を添えてお申込み下さい。
旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
⑵当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。
この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知がお客様に到着した日の翌日か
ら起算して3日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、電話による
お申し込みの場合、申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でのお申し込
みの場合、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到着した時に成立いたします。
⑶お申込金
（おひとり） 旅行代金全額
●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通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到着したときに成立するもの
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個又は１対あたり10 万円を限度とします。
）
●国内旅行保険の加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損
害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の
国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込みの販売員にお問い合わせくだ
さい。
●事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに運送・宿泊機関等旅行サービス提供会社又は当社にご通知ください。
（も
し、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
）
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022 年 2月28日を基準としております。又、旅行代金は2022 年 2月28日現在の有効な運賃・規
則を基準として算出しています。

旅行代金（お一人様／上段：朝食付 下段：夕・朝食付）
体験授業型Ⅰ期
S
【A 日程・B 日程・C 日程】

体験授業型Ⅱ期
【A 日程・B 日程】

￥9,000

￥9,900 T

￥8,500

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

￥9,200
￥12,500
￥13,000
￥16,300
￥13,700
￥16,000
￥8,700
￥12,000
￥9,800
￥13,400
￥9,800
￥13,400
￥13,500
￥18,000
￥9,500
￥13,000

￥12,000
￥15,300
￥15,300
￥18,600
￥17,000
￥19,800
￥10,100
￥13,400
￥13,000
￥16,500
￥13,000
￥16,500
￥17,000
￥20,500
￥12,800
￥16,000

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、新たな条件を記載した書面とともに上記記載以外の施設をご案内させて
いただく場合もございますので予めご了承願います。
2．夕食、朝食が不要な場合でもご返金できません。ご確認のうえ、お申込みください。
（送りの車はホテル
独自のサービスで、旅行代金に含まれておりません。乗車しなくてもご返金はありません。）
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 2 名様でお申し込みください。
4．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。
5．添乗員の同行はありません。旅行サービスの提供を受けるために必要な予約確認書を郵送致しますので、
手続きは各自でお願いします。
6．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うえ、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か月前の同日（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．予約手続き完了後、ご宿泊日の前月の同日頃より予約確認書、及び請求明細書を郵送にてご返信いたします。
ホテル名などの予約内容、及び旅行代金支払い方法等のご確認をお願いします。
3．変更・取消に関しての連絡は、電話にて株式会社JTB京都中央支店 営業2課 京都芸術大学宿泊デスク
までお早めにお願いいたします。
4．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営業日の受付とさせていただき
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。
5．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旅行代金全額を取消料として
お支払いいただきます。予めご了承ください。

旅行企画・実施／並びに申込み・問合せ
【旅行企画･実施】
株式会社 JTB 京都中央支店
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
〒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

【申込み・問合せ】
株式会社 JTB 京都中央支店
営業 2 課京都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
ホームページ http://www.jtb.co.jp/shop/danryokyoto/
営業時間：月曜日〜金曜日
（土曜日･日曜日･祝日･年末年始除く）
9：30〜17：30
担当者：秋吉 克彦
総合旅行業務取扱管理者：森方 健介

取消料
取消日

旅行開始日の前日から起 1）6 日目にあたる日以前の解除
算してさかのぼって
2）5 日目にあたる日以降の解除（3 〜 5 を除く）
3）前日の解除
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

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

取消料（おひとり様）
無
料
旅行代金の 30％
旅行代金の 40％
旅行代金の 50％
旅行代金の 100％

※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総合旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。

AFH2103106

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。

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京都中央支店へ直接送付して下さい。

フリガナ

年

宿泊者
氏 名

才

フリガナ

年

同室者
氏 名
宿泊日数 （
希望の部屋タイプ （
食事条件 （
上記の希望タイプで
手配が出来ない場合

齢
才

）月
）シングル
）１泊朝食付

（
・
・

性

別

（

性

別

返信用切手を必ず同封して下さい。
宿泊施設希望欄は、必ず第三希望までご記入下さい。
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下さい。

TEL（

）

−

FAX（

）

−

）泊
※いずれかに○印を入れて下さい

（

※いずれかに○印を入れて下さい

）希望する

宿泊施設
第二希望
※

所

（

）１泊夕・朝食付

希望タイプ以外のプランでの手配を

住

男・女

）ツイン

（

〒

男・女

）日より

宿泊施設
第一希望
※
※
※

齢

・

（

）希望しない

※いずれかに必ず○印を入れて下さい

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。
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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」
（2022 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」
（2021 年 12 月または 2022 年 7 月実施分に限る）
※外国人留学生日本留学試験利用型選抜については JLPT は対象外です。

③提出書類
※2 コース以上併願し、複数のコースで合格基準に達した場合は、志望順位の高いコースのみ合格となります。
（外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期は3コース、外国人留学生体験授業型選抜Ⅱ期は2コース「出願可」となる場合があり、志望順位に関わらず進学するコー
スを選べます。）
同一コースで試験科目を変えて複数の科目を受験した場合、成績順位の高い科目で判定を行います。

【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。
※合格が「留学査証」の新規発給を保証するものではありません。

入学手続
入学手続は「入学手続時納入金」
（入学申込金＋前期分学費、または、年間学費）の完納をもって完了いたします。
完納された方に「入学許可書」を送付します。
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。

●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。

入学の辞退・取消について

辞退連絡および「辞退届」請求期限：2023 年 3 月31 日
（金）17 時まで

・入学取り消しとなった場合、入学申込金（入学金）を除く入学手続時納入金を返還します。
・入学手続後、他大学合格等により入学を辞退する場合は、電話にて「辞退届」をアドミッション・オフィスに請求してください。
入学申込金（入学金）を除く入学手続時納入金を返還します。
※辞退することが確定してから「辞退届」を請求してください。見込段階での請求はご遠慮ください。
※「辞退届」を受理してから返金まで、半月から 1 か月程度かかる場合がありますので、予めご了承ください。
なお、辞退される場合は速やかにご連絡ください。
※請求期限を過ぎた場合、理由のいかんにかかわらず返還できません。
※外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期は、専願入学方式です。一旦納入された入学手続時納入金は返還されません。
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学費・諸費用
入学手続時に入学申込金250,000円、授業料＋施設・設備費（前期分もしくは年間分）、学生預り金を納めて頂きます。

2023年度

学費
学科（コース）

授業料

施設・設備費

美術工芸学科 （日本画）
美術工芸学科 （油画）
美術工芸学科 （染織テキスタイル）
美術工芸学科 （総合造形）
マンガ学科

年間分

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）

300,000 円

（前期分

150,000 円）

年間分

320,000 円

情報デザイン学科 （イラストレーション）
空間演出デザイン学科
環境デザイン学科
1,320,000 円

年間分

こども芸術学科

（前期分

660,000 円）

美術工芸学科 （写真・映像）

（前期分

160,000 円）

年間分

350,000 円

キャラクターデザイン学科
情報デザイン学科 （クロステックデザイン）
映画学科

（前期分

175,000 円）

年間分

330,000 円

舞台芸術学科
プロダクトデザイン学科
文芸表現学科

（前期分

歴史遺産学科

2023年度

1,050,000 円

年間分

アートプロデュース学科

（前期分

165,000 円）

年間分

100,000 円

（前期分

50,000 円）

年間分

130,000 円

525,000 円）

（前期分

65,000 円）

学生預り金
種類

金額

備考

学生教育研究災害傷害保険料
学研災付帯賠償責任保険料

4,660円（保険期間4年：入学年度のみ）

正課・課外活動中の災害や事故、通学中の傷害等
に備えて、全員加入する保険です。

学生会費

5,000円（2023年度分：毎年必要）

学生が運営する行事（学園祭等）の運営費やクラ
ブ活動補助などにあてられます。

合計

9,660円
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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 2023 年 2〜3 月にご案内しますのでご確認ください。
なお、購入機材を変更する場合があります。
※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。
また、在学中は Microsoft Oﬃce365 Pro Plus が無償で利用できます。

学科

コース

教材・機材

昨年度参考価格
約 100,000 円
約 176,000 円
約 90,000 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（Mac 推奨）
ソフト（Adobe CC 4 年間使用料 / セキュリティソフト）

油画

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 / セキュリティソフト）

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 / セキュリティソフト）
デジタルカメラ（2 年次以降、制作内容によっては購入が必要）

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 / 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 19,000 円
約 130,000 円
約 90,000 円
約 30,000 円
7,500 円

総合造形

防塵用マスク、グラインダー、その他教材
ノートパソコン（Mac 推奨）
ソフト（Adobe CC 4 年間使用料 / セキュリティソフト）

約 55,000 円
約 176,000 円
約 90,000 円

マンガ

マンガ

マンガ画材
ノートパソコン（Mac 推奨）
iPad シリーズ＋Apple Pencil
ソフト（Adobe CC 4年間使用料/MORISAWA PASSPORT/セキュリティソフト）

キャラクターデザイン

キャラクターデザイン

ノートパソコン（Win・Mac 可）
iPad または wacom
Apple Pencil（iPad 購入の場合必要）
ソフト（Adobe CC 4 年間使用料 / 他履修する授業によりソフトが異なる）

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 / 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 180,000 円
約 120,000 円
約 10,000 円

イラストレーション

ノートパソコン（MacBook Pro）
iPad、Apple Pencil
ソフト（Adobe CC 4 年間使用料 / 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 180,000 円
約 46,000 円
約 70,000 円
約 12,000 円

クロステックデザイン

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

約 120,000 円
約 90,000 円

プロダクトデザイン

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
ソフト（セキュリティソフト）
ソフト（Adobe CC）※初年度のみ必須
製図デザイン用具（工具・防毒マスク・教材費を含む）

空間デザイン

ノートパソコン（Win・Mac 可）
ソフト（Adobe CC 4 年間使用料 / 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 130,000 円〜 150,000 円
約 90,000 円
約 15,000 円

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 / セキュリティソフト）
基本制作道具、定規など
パターンメイキングボディ（2 年次以降、授業選択によっては購入が必要）
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 130,000 円〜 150,000 円
約 90,000 円
約 25,000 円
約 50,000 円〜約 60,000 円
約 10,000 円

建築・インテリア・
環境デザイン

ノートパソコン（Win・Mac 可）
ソフト（Adobe CC 4 年間使用料 / セキュリティソフト）
製図用具（A2 平行定規、その他各種定規など）

約 130,000 円〜 150,000 円
約 90,000 円
約 45,000 円〜 65,000 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）

約 130,000 円
約 110,000 円

美術工芸

情報デザイン

プロダクトデザイン

空間演出デザイン

環境デザイン

映画製作
映画
俳優

※すべて新規購入の場合

約 80,000 円
約 130,000 円
約 90,000 円

約 176,000 円
約 90,000 円
約 100,000 円〜約 250,000 円

約 10,000 円
約 145,000 円〜 180,000 円
約 70,000 円
約 110,000 円

※すべて新規購入の場合

約 180,000 円〜約 200,000 円
約 46,000 円
約 10,000 円
約 110,000 円

約 200,000 円
約 10,000 円
1 年間 20,000 円
約 50,000 円

演技・演出

ノートパソコン（Win・Mac 可）
ソフト（セキュリティソフト）
作業用ヘルメット、安全スニーカーなどの安全装備

約 100,000 円〜 150,000 円
約 10,000 円
約 5,000 円

舞台デザイン

ノートパソコン（Win・Mac 可）
ソフト（vectorworks 学生単年度版、セキュリティソフト）
作業用ヘルメット、安全スニーカーなどの安全装備

約 130,000 円〜 180,000 円
約 30,000 円
約 5,000 円

文芸表現

クリエイティブ・
ライティング

ノートパソコン（Win・Mac 可）
ソフト（セキュリティソフト）
ソフト（Adobe CC）※推奨（2 年次以降は授業選択によって購入が必要）

約 100,000 円〜約 130,000 円
約 10,000 円〜
1 年間 20,000 円

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）
ソフト（セキュリティソフト）
ソフト（Adobe CC）※推奨（2 年次以降は授業選択によって購入が必要）

約 100,000 円〜約 130,000 円
約 10,000 円〜
1 年間 20,000 円

こども芸術

こども芸術

ノートパソコン（MacBook Pro）
ソフト（Adobe CC 4 年間使用料 / セキュリティソフト）
木工用具、絵画用具など

歴史遺産

文化財保存修復・
歴史文化

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

舞台芸術

約 130,000 円〜160,000 円
約 92,000 円
約 10,000 円
約 120,000 円〜約 140,000 円
約 10,000 円
1 年間 20,000 円
※Adobe CC（アドビ クリエイティブクラウド）
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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に送れるよう、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

・（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

※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） https://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

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

い。
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

●緊急連絡先 ※不動産会社で情報を記入ください。

ださい。

①本国のご両親１人

④GTNから皆様に審査電話をさせていただきます。

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。
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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。授業形式の入学試験では、体験授業に取り組む姿勢や意欲などからあなたの能力や適性を総合的に評価します。芸術の

知識や経験を求めているものではありません。また、筆記形式・共通テスト形式の試験では、得意な試験科目を選んで受験できます。
ただ、入学試験に使うかどうかは別として「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. 受験票はいつ受け取れますか。
Ａ. 提出されたエントリー書類、出願書類を確認後、登録されたメールアドレスへ受験票発行通知メールを送ります。インターネット

出願サイトよりダウンロード、印刷し、試験当日に必ずお持ちください。出願結果発表まで大切に保管してください。実施日 3 日
前（外国人留学生体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期は実施日前日）になっても受験票発行通知メールが届かない場合は、アドミッション・
オフィスまでお問合せください。

Ｑ. 郵送した提出書類が届いているかを確認するにはどうしたらいいですか。
Ａ. 利用した輸送機関の追跡サービスでご確認ください。各社 WEB サイトより確認することができます。到着済みの状態となってい
れば、受付はされています。書類不備などがある場合にのみ大学より連絡を行う場合があります。

Ｑ. 他大学との併願は可能ですか。
Ａ. 外国人留学生体験授業型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）
可能です。ただし体験授業終了後「出願可」通知を受け出願された後は専願となります。

その他の入試
他大学と併願することは可能です。

Ｑ. 試験を受けるときに持参するものはありますか。
Ａ. 外国人留学生体験授業型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）

体験授業を受けるときの持参物があります。各自で準備をして体験授業を受けてください。詳細は P11〜16 を確認してください。

外国人留学生科目選択型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）
各科目ごとに必要な携行品は、募集要項の各入試ページ・試験内容を確認してください。試験時の用具の貸し出しはいたしません。

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. 入学試験の過去問題は、大学 WEB サイト上で公開しています（閲覧には会員登録が必要です）。一部過去問題において著作権の都
合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。また、過去の入学試験結果も大学 WEB サイト上で
公開しています。

Ｑ. 試験会場の下見はできますか。
Ａ. 試験会場の詳細はP37をご参照ください。入学試験実施教室の見学や下見はできません。試験実施教室は、試験日当日にご案内します。
＜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。
※感染症拡大防止のため学生食堂の営業を行わない場合があります。

その他の会場
昼食をお持ちいただくか、試験会場周辺の飲食店をご利用ください。昼食時、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、付添者の入場を認めます。ただし試験実施教室に入ることは禁止で
す。その他の会場には付添者の待機場所の用意はございません。
※感染症拡大防止のため付添者の入構を禁止する場合があります。

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、株式会社 JTB 京都中央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 P38 をご参照の上、JTB に

直接お申込みください。なお、季節により満席となる場合もありますので必ず事前にお申込ください。また、申込締切日にをいた
だきますようご案内します。申込締切日にご注意ください。

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 P33〜35 の全てがあてはまります。

Ｑ. 入学手続時納入金を、海外から送金することは可能ですか。
Ａ. 日本国内に住所がある方は海外送金はできません。海外在住の方のみアドミッション・オフィスにお問い合わせください。
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Diploma Policy

ディプロマ・ポリシー

京都芸術大学学士課程は、「藝術立国」を基本使命とし、教育目標に定める社会の変革を担うことのできる人材の育成を目的として、自立したひとりの人間
として生きるための「人間力：知識／思考力／行動力／倫理観」と、芸術の力を社会のために生かす「創造力：発想力／構想力／表現力」を身につけるべき力
として、その修得をめざします。
人間力

知

創造力

発想力：豊かな感性からの直感を、概念･イメージなどにまとめることが
できる

識：人間､社会､自然等に関する知識・情報を体系的に収集・理解できる

思考力：正しい情報をもとに、物事を論理的に考えることができる

構想力：概念･イメージなどを紡ぎ合わせ、テーマ・仮説として練り上げ
ることができる

行動力：設定した課題に対し、自らを律しながら他者と共に粘り強く継
続的に取り組むことができる

表現力：テーマ・仮説などを、様々な媒体によって可視化し提案するこ
とができる

倫理観：自らの良心に従い、社会のために芸術･デザインの力を生かすこ
とができる

Curriculum Policy

カリキュラム・ポリシー

京都芸術大学芸術学部（通学課程）のカリキュラムは、ディプロマ・ポリシーに掲げる「人間力」と「創造力」
、それらを構成する 7 つの能力を、段階的・体系
的に身につけることを方針とし、芸術・デザインを学ぶ上で必然である PBL（Project-Based Learning）型演習に加え、社会連携による実践的な教育プログ
ラムの充実を特色としています。
カリキュラムは、「芸術教養科目」と「学科専門科目」を２本の柱としており、それらを構成する各科目の編成方針・内容は次のとおりです。
（１）初年次教育は、学部全学科の混成クラスにより、多様な学生がともに本学で学ぶ意義・目的について考え共有することで、学習意欲の形成と主体的な
学習のための下地を作ります。
「クリエイティブワークショップ」、
「ことばとコミュニケーション」、
「デッサン入門・基礎」、
「リサーチ＆リテラシー入門」
等、多様な科目が開講され、それぞれの学生の自主的な選択により、主体的な学びへの導入を行います。
（２）芸術教養科目は、初年次教育に含まれる科目に加え、基本的リテラシーを修得する「創造基礎科目群」、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「芸術教養科目群」、日本文化の深い精神性を体験する「日本文化科目群」で構成されます。芸術教養科目群には、各学科の特徴ある専門講義が
他学科開放科目として開講され、自身の学科・専門領域を越えて幅広く学ぶことができます。
（３）学科専門科目は、専門的知識と基本技能の修得を目的とした講義と演習による基礎課程と、より実践的な演習を中心とした応用課程によって構成され、
特に応用課程では、各学科の独自性を生かしながら、実社会との関わりを意識させる、社会実装演習を常態化することで、学生の能動的取組み姿勢と
アウトプットを高いレベルで引き出す教育を行います。
（４）進路教育は、クリエイティブな資質を身につけた人材を世の中に送り出すことで、社会の変革を目指す「藝術立国」を理念とする本学にとって重要な柱
です。
入学時のガイダンスから、１・２年次のキャリア研究基礎・実践、３年次の実践的対策特講等の正課授業に加え、年間を通して行われる担当教員との面談、
３年次からの各種キャリア支援講座まで、一連のプログラムとして有機的に構成されています。このプログラムを通して、本学で学んだ芸術・デザイ
ンの知識と技能を、学生自らの人生と社会のためにどう生かすかについてきめ細かく指導します。
（５）成績評価は、それぞれの授業への 2/3 以上の出席を要件として、「筆記試験」、「レポート課題」、「提出作品」、「授業で発揮されたパフォーマンス」等を
評価の対象として、全学共通の「成績評価に関するガイドライン」に基づき厳格に行います。
また、修得単位の数だけではなく、質を表す指標としてＧＰＡ（Grade Point Average）を活用し、学修成果を多面的に評価します。

Admission Policy

アドミッション・ポリシー

京都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。

外国人留学生体験授業型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）

外国人留学生科目選択型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）

１、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。

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。

２、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。

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。

３、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。

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。

４、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。

外国人留学生選抜

外国人留学生日本留学試験利用型選抜

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。

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、芸術に関わる知識や技術を身につけてきたか。

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。

３、就学するための十分な日本語能力およびコミュニケーション能力が
あるか。
４、本学で自分を成長させようとする意欲があるか。
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瓜生山キャンパス

瓜生山農園

YUSHU-KAN

YU 有終館

F

MIRAI-KAN

未来館 ・認可保育園こども芸術大学
・鼓堂

J

JIKISHIN-KAN

直心館

SHIGETSU-KAN

・講堂

K

AED 3F
AED 2F

指月館

KOSHIN-KAN

興心館

L

SH

SENSHU-DO

千秋堂

AED 4F

MEIRIN-KAN

明倫館

RAKUSHIN-SO

楽心荘

YOYO-KAN

YO 陽陽館

KENSHIN-KAN

NINGEN-KAN

NC 人間館

KE 顕心館

M

京都文化日本語学校

（実習棟）

AED 東出入口

Y

YUYU-KAN

（京都芸術劇場）
・春秋座
・studio21

悠悠館

AED 1F

BOTEN-KAN

・芸術館
・ギャルリ・オーブ

BT 望天館

AED

S

AED 5F

AED B1

2F

SHISEI-KAN

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 KUA（カフェ）
AED 1F

芸術文化情報センター

H

大階段下駐輪場
駐輪場

松麟館

AED 3F

NINGEN-KAN

NB 人間館

SHORIN-KAN

上終町・瓜生山学園
京都芸術大学前
バス停（四条河原町・
京都駅方面行）

TENSHIN-KAN

天心館

A

EV

京都芸術大学
附属高等学校

TENSHIN-KAN

ANNEX

SOSO-KAN

SO 創々館

天心館アネックス

AED 2F

白川通

AED 1F
URYU-KAN

瓜生館

U

・Verdi（カフェ）

AED 1F

上終町・瓜生山
学園京都芸術大学前
（北大路・岩倉方面行）

KI

立体駐輪場

KIBOH-KAN

東
鞍
馬
口
通

G

SEISO-KAN

希望館

青窓館

SH
SHUTOKU-KAN

秀徳館

京都芸術デザイン専門学校

BR
CHIYU-KAN

智勇館

上終町・瓜生山学園京都芸術大学前バス停
（出町柳・河原町丸太町方面行）

高原キャンパス
TAKAHARA
KITA-KAN

高原北館

TN

AED 1F

TAKAHARA HIGASHI-KAN

TE 高原東館

TAKAHARA MINAMI-KAN

TS 高原南館
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）

AED AED設置場所

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