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1 入学全般
Q.1 この大学院は正規の大学院ですか？

A.	本学の大学院芸術研究科（通信教育）は文部
科学省に認可された正規の修士課程です。
所定の単位を修得し、修了すれば修士（芸術）
もしくは修士（学術）の学位が授与されます。
修了後、他の大学院博士後期課程への進学も
可能です。学習形態が異なるだけで、研究水
準や取得学位は通学課程と何ら変わりはあり
ません。

わけではありません。本学の判断基準におい
て選考を行いますので、ポートフォリオ等で
現在のご自身の力を存分に見せてください。

Q.8	これまでに他の大学院で修得した単位等を
認定してもらうことは可能ですか？

A.	他の大学院で修得した単位の認定は行ってお
りません。

Q.9	出願の前に、説明会等はありますか？

A.	学位記および証明書には本研究科の正式名称
である「芸術研究科（通信教育）」と表記され
ます。

A.	募集期間にあわせて、京都と東京を中心に入
学説明会を開催します。説明会では、入学手
続きや学習のすすめ方について等、ご質問、
ご相談におこたえします。具体的な開催日程は、
パンフレットをご確認いただくか、本学Web
サイト（https://www.kyoto-art.ac.jp/tg/）
で確認してください。

Q.3	入学試験はありますか？

Q.10	入学式・ガイダンスはありますか？

Q.2	学位記や証明書に「通信教育」と入ります
か？

Q.4	他の学校に通っていますが、入学できます
か？

A.	専修学校専門課程（専門学校）
、大学校、各種
学校に在籍中の方は入学できますが、大学、
短期大学、高等専門学校、大学院に在籍中の
方は二重学籍となるため、入学できません。
なお、大学、短期大学、高等専門学校、大学
院を中途退学予定の方は、退学日付が2022年
４月１日以降の場合は二重学籍となるため、
入学できません。

Q.5	本学の科目等履修（学芸員課程）を受講す
ることは可能ですか？
A.	科目等履修（学芸員課程）は受講することが
できません。

Q.6	学部（通信教育部）の科目を受講すること
は可能ですか？

A.	大学院と学部（通信教育部）は別課程ですので、
一部を除き学部（通信教育部）の科目を受講
することはできません。大学院は学部で学ん
だことからさらに専門性を高め、研究・制作
を行う課程として位置づけています。

Q.7	芸術系大学出身ではないのですが、入学で
きますか？
A.	同分野の学科・専攻の卒業が出願資格という

A.	入学式は2022年４月３日（日）に京都・瓜生
山キャンパスで実施します。参加は義務づけ
ていませんが、自身の進度で学ぶ通信教育課
程において、入学式は他の学生の皆さんや教
職員と一堂に会す節目の行事です。新入生ガ
イダンスは領域・分野ごとに実施の有無が異
なります。詳細は入学後にご案内します。
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A.	出願書類、志願理由・研究計画書やポートフォ
リオ等の指定提出物により総合的に合否を決
定します。書類による選考ですので、大学に
て試験を受ける必要はありません。

2 学習方法
Q.1	希望する指導教員を決めることはできます
か？

A.	各領域・分野毎に指導教員が決まっています。
事前に教員と会ってご自身の研究目的と適合
するか確認するためにも教員が参加する入学
説明会にぜひお越しください。

Q.2	授業の難易度について教えてください。

A.	大学院で研究・制作を進めるためには、学部
卒（学士の学位取得）相当の学力が必要です。
出願にあたっては、説明会で説明を受けたり、
シラバスを参照する等して、授業内容を理解
してください。

Q.3	他領域、分野の科目を受講することはでき
ますか？

A.	各領域別に開講されている分野特論は、一部
を除いて他領域の方も受講することができま
す。テキスト科目、スクーリング科目があり
ますので、領域を越えて興味がある科目を学
ぶことができます。
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Q.4	課題の提出後に筆記試験等はありますか？

A.	テキスト課題では提出する成果物（形態は科
目によりレポート、作品等と異なります）が
成績評価・単位認定の対象になりますので、
提出後に筆記試験等はありません。

Q.5	事情により学習を続けることが難しくなっ
た場合、休学できますか？

A.	入学２年目以降に１年間を単位とした休学制
度があります（年度途中の休学はできません）
。
在籍年限（４年）内に通算２年まで休学が可
能です。休学期間は修業年限には含みませんが、
在 籍 年 限 に は 含 み ま す。 休 学 料 は １ 年 間
20,000円（2020年度実績）で、年間授業料
は必要ありません。

Q.6	いつから学習を始められますか？

A.	
「テキスト科目」については学習する科目を大
学に登録する必要はありませんので、教材が
到着次第すぐに学習を始めることができます。
演習・研究科目以外のスクーリング科目は受
講申込が必要です。

Q.7	どんな教材がありますか？
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A.	
『大学院ハンドブック』等を入学許可後にお送
りします。送付時期についてはP.13を参照し
てください。

Q.8	どのように学習をすすめていくのですか？

A.	教 材 到 着 後、 学 習 方 法 全 般 の 解 説 書 で あ る
『airU学習ガイド』
、
『大学院ハンドブック』や
「シラバス」
（授業概要）をよく読んで、必ず
履修しなければならない科目（必修科目）や
興味のある科目を選び、修了までの流れを確
認し、まずは１年間の計画を立てます。計画
を立てたら実際に学習を始めてください。学
習形態には、テキストやシラバス等の教材を
もとに自宅で学習・制作し、郵送等でレポー
トや課題作品をやり取りしながら学習をすす
めていく「テキスト科目」と、大学等で教員
の直接指導を受ける「スクーリング」（面接授
業）があります。「テキスト科目」は主にレ
ポート作成と作品制作に分かれます。完成し
たレポートや作品を大学宛にWebまたは郵送
で提出し、成績評価を受け、単位が認定され
ます。
「スクーリング」は、出席状況と、授業
実施内容評価やスクーリング終了後のレポー
トの合格等により単位が認定されます。

Q.9	１年次の課題が終わらなければ２年次に進
級できないのですか？

A.	本学の大学院（通信教育）では２年次に進む
ための条件はありませんが、修了研究・制作
着手要件があります。修了研究・制作着手の
前年度末までに演習科目や共通科目等、指定
の単位を修得することと定められています。
なお、一部の分野・ラボでは入学選考時に個
別に修了研究着手要件における追加科目を指
定する場合があります。

3 スクーリング
Q.1	スクーリングはどれくらい受講しなければ
いけませんか？

A.	下表のとおり領域毎に必要日数は異なります。
スクーリングでは教員との対面（または遠隔）
指導形式により、制作研究成果を発表するも
のや、制作、フィールドワークや、講義を受
講する等、内容は多様です。
領域

１年次
２年次
１・２年次指定なし
スクーリング スクーリング スクーリング
（必修）
（必修）
（必修）

芸術環境研究

６日間

５日間

４〜８日間

美術・工芸

12日間

12日間

４日間

環境デザイン
（建築デザイン）

12日間

12日間

４日間

環境デザイン
（日本庭園）

12日間

12日間

なし

超域プログラム ８~12日間 ８~12日間

なし

Q.2 スクーリングはいつ頃開講されますか？

A.	領域・分野毎に日程は異なりますが、年間を
通じて週末（土・日）を中心に開講しています。

Q.3	スクーリングは京都以外でもありますか？

Ａ．	京 都瓜生山キャンパス、東京外苑キャンパス
を中心に開講します（領域・分野により異な
ります）。その他、学外スクーリングもありま
す。

Q.4	スクーリングを欠席・遅刻するとどうなる
のですか？
A.	遅刻・早退・欠席は、原則として認められま
せん（単位は認定されません）。

Q.5	希望するスクーリングは必ず受講できます
か？

A.	演習・研究科目は必ず受講できます。しかし、
分野特論のスクーリングでは、受講希望者が
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集中した場合は抽選となり希望にそえないこ
とがあります。但し、受講定員を増やしたり
する等の調整を行う場合があります。

Q.6	スクーリングでの宿泊先は斡旋してもらえ
るのですか？

A.	京都ではJTBを通じてホテルや旅館を紹介し
ています。通常料金よりも安価な設定で、タ
クシーやバスによる朝の送校サービスがつく
ところがありますので、はじめてのスクーリ
ングではJTBを利用されることをおすすめし
ます（
『airU学習ガイド』にてJTB提携内容を
お知らせします）
。慣れてくると、学生同士で
宿の情報を交換し合ったり、自分で常宿を見
つけたりして個人で手配する方も多いようで
す。

4 学費等
Q.1	学費はどのように支払うのですか？

Q.2	修了するまでに授業料（年間学費）以外に
スクーリング受講料はどれくらいかかりま
すか？

A.	芸術環境研究領域、美術・工芸領域、建築デ
ザイン分野はスクーリング科目が必修となっ
ているため、32,000円〜42,000円が必要と
なります。また選択科目としてスクーリング
を履修する場合は追加で16,000円〜が必要で
す。超域プログラム（制作学／青木ラボ）に
おいては施設使用料（20,000〜30,000円程
度）が毎年必要です。美術・工芸領域は別途
科目により、材料費・作品の宅配便代が必要
です。

5 学生生活
Q.1	大学の施設は使えますか？

A.	スクーリングの時はもちろんですが、スクー
リングがない時でも、芸術文化情報センター
（図書館）、学生食堂、ラウンジが利用できます。
また東京外苑キャンパスでは、開館時間内で

Q.2	スクーリング時以外でも、実習室が使用で
きますか？

A.	本大学院は通信教育課程ですので、スクーリ
ング時以外は自宅での制作が基本となります。
そのため、スクーリング時以外は実習室は使
用できません。

Q.3	学割は使えますか？

A.	JRの学生割引が利用できます。普通乗車券が
対象で２割引となります。片道101km以上で
入学式や学位授与式、スクーリング等の学事
に出席する場合に使用できます。個人的な学
習や旅行、帰省等でも一定の条件の下で利用
できます。その他、美術館、映画、携帯電話
等の料金が学割対象となる場合があります。
その都度各自で確認してください。

Q.4	就職の相談、斡旋はしてもらえますか？

A.	通信教育課程独自の就職課は設けておりませ
んので、本大学院を修了後、就職を希望され
る場合は、通学部のキャリア支援課（キャリ
アデザインセンター）で対応いたします。求
人票等の活用もできます。但し、再就職や転
職の紹介は行っておりません。
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A.	1年目は入学選考合格後の入学手続き時に、入
学手続金（入学金・授業料・保険料）を一括
でお支払いいただきます（学費ローンも利用
できます）
。入学後のスクーリング受講料等の
諸費用や、２年目以降の授業料・施設使用料
は学際デザイン研究領域については、クレジッ
ト決済・ネットバンキング・学費ローンのい
ずれかの方法でお支払いいただきます。その
他の領域は入学手続き時に登録していただく
金融機関の口座より自動引落となります。引
落にあたっては事前に引落明細書を発行しま
す。授業料については学費ローン利用も可能
です。

あればいつでも、参考図書等を閲覧できるラ
イブラリーコーナーを利用することができま
す。特殊な設備がある実習室は原則として貸
出しを行っていません。

6 建 築士免許登録におけ
る実務経験要件
Q.1	一級建築士の受験資格は得られますか？

A.	本大学院を修了するだけでは一級建築士の受
験資格を得ることはできません。
一級建築士を受験するためには、「国土交通大
臣の定める建築に関する科目（指定科目）」を
修めて大学（学部）を卒業することが必要と
されます。本課程で取得できるのは一級建築
士免許登録要件として必要な「２年間の実務
経験」の部分となります。
入学前に「国土交通大臣の定める建築に関す
る科目（指定科目）」を修めて大学を卒業して
いない方は、本学通信教育部の建築デザイン
コースを卒業することで一級建築士受験資格
を取得し（試験に合格し）、本課程にて認定に
必要な科目を修得することで一級建築士免許
の登録要件を得ることができます。
※認定に必要な科目を30単位以上修得で２年間、15
単位以上30単位未満修得の場合は１年間の実務経
験とみなされます。
※大学・短大・専門学校等、学歴によって免許登録要
件を満たすための、必要な実務経験の年数は異なり
ます。出身学校にお問い合わせください。
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Q.2	どれくらいの単位が追加で必要になります
か？

A.	実務経験２年に相当するためには、講義や演習、
インターンシップ等、指定の科目を30単位以
上修得する必要があります。そのうち修了要
件上の必修科目は14単位であり、必修科目以
外にも16単位以上の履修が必要です。

Q.3	どれくらい追加でスクーリング費用が必要
になりますか？

A.	修了要件分のスクーリング（18,500円〜）以
外の科目も修得が必要となります。そのため、
スクーリング受講料は実務経験１年の場合は
10,000円〜、実務経験２年の場合は40,000
円が追加で必要となります。

Q.4	インターンシップの受け入れ先は自分で探
すのですか？もし見つからない場合はどう
すれば良いですか？
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A.	建築事務所等、インターンシップの受け入れ
先は、基本的にご自身で探していただいてお
ります。事務所によってはWebサイトでイン
ターンシップ受け入れか補助業務の募集をし
ている場合もあります。
見つからない場合は、本学教員の事務所等で
実習が受けられるよう紹介していますが、全
ての方の勤務地や勤務時間に対応できるわけ
ではありません。

Q.5	インターンシップは時間数にするとどれく
らいですか？実際入学されている方で、仕
事をしながらのインターンシップはどのよ
うに取り組んでいるのでしょうか？

A.	実務経験２年に相当するには、合計して480
時間以上のインターンシップが必要です。基
本的に受け入れ先事務所の状況に合わせて取
り組むことになりますが、仕事を終えた夕方
から３時間程度のインターンシップを積み重
ねる方や、長期休暇等を利用して集中的に行
う方もいらっしゃいます。

7 芸術教育士資格
Q.1	芸術教育士資格はどのような資格なのです
か？

A.	芸術教育士の資格は、芸術活動を通じて個人
やグループの文化創出の力を育てるための能
力を認定するものです。芸術には元来自己教
育という含意があり、美的な鑑賞物を制作す
る「芸術家」というよりも、芸術の持つ教育
的側面に重きを置き、芸術によって人間の成
長や文化的交流の場を作るような人材を指す
呼称として、「芸術教育士」を用いています。
芸術環境研究領域の芸術教育分野もしくは地
域文化デザイン分野を修了すると芸術教育士
１級の資格を取得することができます。

Q.2	芸術教育士資格はどのようにして社会に貢
献することができますか？

A.	既存の芸術諸ジャンルを教育する人材として
は、すでに各種学校での美術教師がいます。
しかしそれはあくまでも日本画制作やピアノ
演奏といった、高度に専門化された技術であり、
作品制作の力を養うものが中心です。芸術教
育士は、作品を作るというよりも人々と交わり、
コミュニティの成長を目指す芸術家です。本
資格については特に次の２点において、社会
的な要請に応えることができると思われます。
まず、芸術教育士は一定の質を担保した芸術
の生涯学習の機会を増やすことに貢献します。
学校教育での美術や音楽などの教科とはまた
違った、こどもから高齢者までが持続的に芸
術を通して成長することにより、健康で文化
的な生活を持続的に手に入れる一助となりま
す。
次に、近年、高齢化や生活の孤立化といった
問題に対し、コミュニティの再生が求められ
ていますが、芸術教育士もそれに相応の貢献
ができるものと思われます。各地でさまざま
な技能を持った人材に芸術教育の方法論と
きっかけを提供することで、さまざまなコミュ
ニティでの文化芸術活動の核を担ってもらう
ことが期待できます。

Q.3	芸術教育士は職業ですか？

A.	有資格者がただちにそれによって職を得られ
ることはありません。ただし、それぞれが自
分の仕事の傍らで芸術によって地域貢献する
ための能力を保持しているという指標となり
ます。
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