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      ※本募集要項は「京都芸術大学 通信教育部芸術学部 募集要項 2023」と併せてご覧ください。 
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アドミッション・ポリシー 

（求める学生像） 

 
 

 

── 芸術教養学科 ── 
 

人類の芸術遺産とそれに関わる学術的営みに敬虔であり、 

かつ文化芸術の当事者たらんとする意志を備えた人の入学を期待しています。 

 

・専門分野の学びはもちろん、人間・自然・社会の諸事象についての学びをおろそかにしない人 

・みずから学ぶ手段を身につける意欲を持ち、基礎的な修練をいとわない人 

・自分が生活する地域から学び、学びの成果を地域に返していこうとする人 

・インターネットを通じた日本語による意思疎通が可能である人 

 

 

── 芸術学科 ── 
 

文化芸術という行為に関心を持ち、それぞれの生きる場にありながら 

他者と協力して問題を考えていく人の入学を期待しています。 

 

・現代の文化芸術環境に問題意識を持っている人 

・他者の理解を得ながらそれを探究しようという真摯な姿勢を持つ人 

・必要な知識や技術をみずから学び身につけることのできる人 

 

 

── 美術科 ── 
 

美術工芸の各専門分野に関心があり、 

地域、年齢、職業を超えた交流を積極的に推進する人材を求めます。 

 

・制作することの意味を問い、実践していく人 

・構想力と表現力を身につけ意欲を持って制作を続けられる人 

・みずから学ぶという積極的な学習意欲がある人 

 

 

── デ ザ イ ン 科 ── 
 

ものづくりやデザインに関心を持ち、 

柔軟な思考で未来を切り開く意欲のある人の入学を期待しています。 

 

・現代の生活環境を取り巻くモノのカタチやデザインに問題意識を持っている人 

・他者の理解を得ながらそれを探究しようという真摯な姿勢を持つ人 

・必要な知識や技術をみずから学び身につけることのできる人 
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外国人学習生（Foreign Student Acceptance Program）とは 
 
京都芸術大学 通信教育部における完全オンライン課程の学科・コースに在籍し、外国籍の方のみが応募可能なオリ

ジナル学習プログラム（Foreign Student Acceptance Program ※以下 FAP）を受講することにより、日本語能力の向

上と芸術の学びを両立することができます。 

※日本国内居住者及び日本国内での本人名義の銀行口座を持ち、日本語教材での学習や事務連絡に支障のない日本語

能力をお持ちの方は一般カリキュラムでの出願も可能です。詳しくは「京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 募集要

項 2023」をご確認ください。 

 

 

 

FAP の特長 

 

・FAP 受講者は海外に在住しながら、大学で専門領域を学びつつ日本語能力向上を図ることができます。 

・在籍する学科・コースの卒業要件に加え、必修の日本語科目（14単位）を修得することにより学位を取得します。 

・一般カリキュラムでは必須の日本国内の中継先住所、日本国内での本人名義の銀行口座を持たなくても出願可能 

です。 

・日本語学習教材は、50年以上に渡り、世界の 70を超える国や地域の方に質の高い日本語教育を提供してきた、 

 京都芸術大学の併設校 京都文化日本語学校と共に開発したオリジナル教材を使用しています。 

 

 

※FAP は、外国籍を有した日本国外在住者向けに（日本国内在住者も出願可）オンラインで完結できる学習内容と事

務手続きの仕組みとなっています。FAP にて出願する場合、本募集要項の記載事項が優先されますので、十分にプロ

グラム内容をご理解の上、ご出願ください（「京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 募集要項 2023」と異なる内容が

あります）。 

 

以下が FAP限定の主な条件です。 

 

・対面実施の科目、大学と学生間で送付物の郵送が必要な科目は受講できません。 

・卒業要件は、同じコースに入学した一般カリキュラムの学生とは異なります。 

・学科、コースの任意の学事・行事については、オンライン参加が可能です（対面参加も一部可能）。 

・出願は Webによる出願のみです。大学からの連絡や送付物は原則、学習用 Webサイトや e-mail経由となります。 

 

 

授与される学位 

卒業すると学士（芸術）の学位が授与されます。 

※FAP 受講者が取得できる各種資格はありません。 

※本学の通信教育部は、文部科学省に認可された正規の４年制大学です。 

通学部とは学習形態が異なるだけで、教育水準や取得学位は同じです。 

 

 

対象学科・コース 

本プログラムは以下の学科・コースが対象です。 

・芸術教養学科（4 月入学のみ） 

・芸術学科 アートライティングコース 

・美術科 書画コース 

・デザイン科 イラストレーションコース 
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入学選考 

日本語能力及び出願書類で選考します。 

 

 

Web 出願登録期間 

2023年 1月 23日（月）10:00〜3月 6日（月）17:00 ※日本時間 

 

 

出願書類提出期間 

2023年 1月 23日（月）〜3 月 11日（土） ※日本時間必着 
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1.出願資格 
 

国籍 

外国籍を有する方（パスポート等の証明書類で確認） 

※FAP の趣旨に合意し、日本語での学習が可能な方 

 

 

日本語要件 

・（Ａ）もしくは（Ｂ） 

（Ａ）日本語能力試験（JLPT）Ｎ１取得 または JPT日本語能力試験 660点以上 

（Ｂ）日本語能力試験（JLPT）Ｎ２取得 または JPT日本語能力試験 525点以上 

もしくは日本留学試験（EJU）日本語科目において［読解］/［聴解・聴読解］の合計が 

220点以上 

※（Ａ）（Ｂ）いずれの場合も、別途作文の提出が必要となります（700 字以上〜800 字迄） 

テーマ：志望動機および「あなたが大学で学んで実現したいことと、オンライン学習に 

どのように取り組むか、自分に合った工夫について」 

  

※上記要件を満たす受験期間 

JLPT   ：2012年～ 

 EJU（直近２年） ：2021年～2022年 

 JPT（直近２年） ：2021年 3月～2023年 

 

 

FAP の入学条件 

・日本国外居住者の入学条件 

本学からの連絡や送付物は、原則学習用 Webサイトへの掲出や e-mail等の電子的な手段を用いて行います。また、

科目の課題提出時間や各種申請手続等の締切日時は、日本時間を基準にします。 

※海外でパソコンをご利用の場合は、日本語版ブラウザのみ利用できます。また、タブレットやスマートフォンの場

合は、言語環境を日本語に設定する必要があります。 

 

・外国籍の方の入学条件 

日本語教材での学習が可能な方に限ります（日本語科目のレベルは上記、日本語要件に準じて構成されています）。

特に教育上有効と認められる場合を除き、授業と事務連絡は全て日本語で行われます。また、本学通信教育部に在籍

することを理由とする「留学ビザ」の取得はできません。 

なお、パスポートのコピー（写真のあるページ）の提出が必要です。パスポートをお持ちでない場合、国籍を確認で

きる公的書類を提出してください。 
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入学形態 

1 年次入学と 3年次編入学があります。編入学資格をお持ちであれば、編入学でご出願ください。 

以下より、それぞれの出願資格をご確認ください。 

 

① １年次入学 

2023 年 3 月 31 日までに満 18 歳に達する方、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方で、

次のいずれかに該当する方 

1 

海外において学校教育における 12年の課程を修了した方、および 2023 年 3月までに修了見込の方、IB（国際

バカロレア）の DP 修了資格を取得した方、および 2023年 3月までに取得見込の方、または、これに準ずる方

で文部科学大臣の指定した方 

以下の国際的な評価団体の認定を受けた学校の 12年の課程を修了した方、および 2023年 3 月までに修了見込

の方を含みます。 

●WASC（ウェスタン・アソシエーション・オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ） 

●ACSI（アソシエーション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル） 

●CIS（カウンセル・オブ・インターナショナル・スクールズ） 

2 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、および 2023年 3 月卒業見込の方 

3 通常の課程による 12年の学校教育を修了した方、および 2023年 3月修了見込の方 

4 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）の合格者、および 2023年 3月 31 日までに合格見込の方 

5 
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した

方、および 2023年 3月修了見込の方 

6 文部科学大臣の指定した方 

 

② ３年次編入学 

次のいずれかに該当する方 

1 
海外において、学校教育における 14年以上の課程を修了した方、および 2023年 3月までに修了見込の方 

ただし、学士または準学士、短期大学士を取得した方、および 2023年 3 月までに取得見込の方に限る。 

2 大学、短期大学、高等専門学校（5年制）を卒業した方、および 2023年 3月卒業見込の方 

3 

専修学校専門課程（専門学校）、高等学校の専攻科を修了した方、および 2023年 3月修了見込の方で、大学編

入学資格のある方。 

専修学校専門課程(専門学校)、高等学校の専攻科からの編入学には条件があります。下記の「出願資格と入学

に関する諸注意」を参照してください。 

4 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された方、および 2023年 3月までに授与見込の方 

5 

大学 2年次修了者（ひとつの大学に休学期間を含めずに 2年以上在籍し、62 単位以上修得した方、および 2023

年 3月修了見込の方。） 

●複数の大学の在籍期間を合算して 2年以上とすることや、修得単位を合算して 62 単位以上とすることはでき

ません。 

●本学通信教育部芸術教養学科またはアートライティングコース退学を出願資格として同コースに入学する場

合、3 年次編入学はできません。該当する方は、通信教育課程入学課へご連絡ください。 

 

（1）編入学の対象となる専修学校専門課程（専門学校）・高等学校の専攻科 

編入学の対象となるのは、①大学入学資格を有する方で、②修業年限が 2年以上の課程で修了に必要な総授業時数が

1,700 時間以上の基準を満たす専修学校専門課程（専門学校）を修了した方および、修業年限が 2年以上で、その他

文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科を修了した方です。 

専門学校の場合、修了時に「専門士」の称号を付与された方は、②の基準を満たしています。ご自身が②の基準を満

たしているかどうかは、ご出身の専門学校または高等学校で確認してください。 

 

●出願手続の際、本学所定の「編入学基礎資格証明書」を修了した学校にて全て記入・捺印いただく必要がありま 

す（「京都芸術大学 通信教育部芸術学部 募集要項 2023」の「出願書類 編入学基礎資格証明書」参照） 

●大学入学資格を確認する書類の提出を別途求める場合があります。 
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●専修学校専門課程（専門学校）の場合、入学した年が「専修学校設置基準施行」の 1976年（昭和 51 年）1 月以降

の方が対象となります。また、修了した課程が専修学校専門課程として設置認可を受ける前に入学した方はその対象

となりません。 

 

（2）編入学出願資格に該当しないもの 

以下は出願資格に該当しません。 

●海外の大学・短期大学 退学 

●大学院          ●大学・短期大学の専攻科、別科 

●高等学校の別科      ●短期大学 退学 

●高等専門学校 退学     ●専修学校専門課程（専門学校）退学  

●高等学校の専攻科 退学   ●各種学校 

●大学校※              

※各省庁設置の大学校卒業で、大学改革支援、学位授与機構から学士の学位を授与された方は編入学出願資格に該当

します。 

 

 

 

※出願資格と入学に関する諸注意 

・二重学籍 

正科生として学校教育法に定められた大学、短期大学、大学院、高等専門学校、高等学校の専攻科に在籍している方

は、二重学籍のため、入学できません。 

 

※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や、他大学等の科目等履修生の方は入学できます。

なお、本学通信教育部科目等履修生の方は重複して出願できません。 

退学見込者は退学日付に注意してください。学校教育法に定められた大学、短期大学、大学院、高等専門学校、高等

学校の専攻科に在籍中で退学を予定している場合、退学の日付が 2023年 4月 1日以降になると二重学籍となります

ので、入学できません。海外の大学、短期大学、大学院に在籍中の方も同様の扱いとなります。 

 

・疾患や障がいのある方の修学 

該当する方は、出願締切の 1 ヶ月前までに通信教育課程入学課にご相談ください。必要に応じて事前面談（遠隔可）

を行います。なお、ご連絡がない場合も出願時の「心身の状況」の内容に応じて、面談を提案させていただく可能性

があります。その他、ご要望に応じて対応を検討いたしますので、事前にご相談ください。 

特に、学科・コースによっては実技（技術習得）を伴う科目が卒業認定上の必修科目として設定されている場合があ

ります。障がい等の状況により配慮が必要になる場合は、学習方法・配慮方法について、事前にご相談ください。 
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２.卒業要件 

日本の大学の卒業要件は「4 年以上在学し、124単位以上を修得すること」(大学設置基準・第 32 条)と定められてお

り、大学通信教育についてはさらに「124単位のうち 30 単位以上は、面接授業(スクーリング)により修得するもの」

(大学通信教育設置基準・第 6条)とされています。また、3年次編入学生は別途定められています。FAPにおける卒

業要件は、①1年次入学 ②3 年次編入学をご確認ください。 

 

①1年次入学 

（1）修業年限（卒業までに必要とする最短年数）…4 年 

（2）在籍年限（在籍できる最長年数）…9年 

（3）卒業要件…124単位以上 

※芸術教養学科・アートライティングコース・イラストレーションコースは WS科目を 30単位以上 

※書画コースは S科目を 30 単位以上 

 

学科・コース 
学部共通 

専門教育科目 

学科・コース 

専門教育科目 

日本語必修科目 

自由選択※ 合計 学部共通 

専門教育科目 
総合教育科目 

芸術教養学科 
60単位以上 

（うち WS科目 30単位以上） 
6単位 8単位 50単位以上 

124単位以上 

（うち WS科目 30単位以上） 

アート 

ライティング 
40単位以上 20単位 6単位 8単位 50単位以上 

124単位以上 

（うち WS科目 30単位以上） 

書画 20単位以上 40単位 6単位 8単位 50単位以上 

124単位以上 

（うちスクーリング科目（WS科目含む）

30単位以上） 

イラスト 

レーション 
12単位以上 48単位 6単位 8単位 50単位以上 

124単位以上 

（うちスクーリング科目（WS科目含む）

30単位以上） 

※自由選択は、FAP 対象者が受講可能な総合教育科目、学部共通専門教育科目、学科・コース専門教育科目の中での

選択となります。 

 

（4）既修得単位の認定（1年次入学の方のみ対象） 

Ⅰ.認定対象となる単位 

・文部科学省認可の大学・短期大学で修得した単位、および高等専門学校（専攻科）で修得した単位 

・文部科学省認可の大学・短期大学の科目等履修生として修得した単位 

※1つの大学等での修得単位が 30単位に満たない場合、30単位を上限として複数の大学等で修得した単位を合算し

て認定できます。 

※本学通信教育部科目等履修（臨床美術士課程）で修得した単位も対象です。該当する方は、本学に「科目等履修生

単位修得証明書」を請求し、出願書類に同封してください。 

 

Ⅱ.認定方法 

「総合教育科目」として一括認定します。認定上限は 30 単位、うちスクーリング上限 6単位。 

芸術教養学科・アートライティングコースの方は、すべてテキスト科目として認定します。 

※授業内容に関わらず「総合教育科目」として一括認定します。希望者は、入学後に申請してください。 

詳しくは入学後、Web上の「airU学習ガイド」をご確認ください。 

 

※大学や短期大学の科目等履修生として修得した単位も対象です。 

※１つの大学等での修得単位が 30単位に満たない場合、30単位を上限として、複数の大学等で修得した単位を合算

して認定することもできます。 

※本学通信教育部の科目等履修（臨床美術士課程）として修得した単位も対象。認定を希望する方は、本学に「科目

等履修生単位修得証明書」を請求の上、出願書類に同封してください。 
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認定外となる単位 

●海外の大学や短期大学の単位※ ●高等学校の単位 ●高等学校の専攻科の単位※ 

●大学・短期大学の専攻科、および大学院の単位 ●高等専門学校の本科の単位 ●専修学校専門課程の単位※    

●大学校や各種学校の単位 

※海外の大学や短期大学、専修学校専門課程、高等学校の専攻科を卒業・修了した方は、編入学が可能な場合が 

あります。3 年次編入学の項目を確認してください。 

 

 

 

②3年次編入学 

（1）修業年限（卒業までに必要とする最短年数）…2 年 

（2）在籍年限（在籍できる最長年数）…7年 

（3）卒業要件…74 単位位以上（書画コースの場合、66 単位以上） 

※芸術教養学科・アートライティングコースは WS科目を 30単位以上 

※イラストレーションコースは S科目（WS 科目含む）を 24 単位以上 

※書画コースは S科目を 24 単位以上 

 

学科・コース 
学部共通 

専門教育科目 

学科・コース 

専門教育科目 

日本語必修科目 

自由選択※ 合計 学部共通 

専門教育科目 
総合教育科目 

芸術教養学科 60単位以上 6単位 8単位 指定なし 
74単位以上 

（うち WS科目 30単位以上） 

アート 

ライティング 
40単位以上 20単位以上 6単位 8単位 指定なし 

74単位以上 

（うち WS科目 30単位以上） 

書画 12単位以上 40単位 6単位 8単位 指定なし 
66単位以上 

（うち S科目 24単位以上） 

イラストレー

ション 
12単位以上 48単位以上 6単位 8単位 指定なし 

74単位以上 

（うちスクーリング科目（WS科目含む）

24単位以上） 

※自由選択は、FAP 対象者が受講可能な総合教育科目、学部共通専門教育科目、学科・コース専門教育科目の中での

選択となります。 

 
 
※入学にあたっての諸注意 

・FAP受講者は、コース変更・特修生制度の利用・資格課程受講登録ができません。 

・転籍の出願資格を満たしたうえで試験に合格すれば、本学通学部へ転籍できます（本学通学部への転籍は入学試験

を受けなければなりません。転籍の入学定員は非常に少ないため、転籍の出願資格を取得すれば、必ず本学通学部へ

転籍できるわけではありません。また、留学ビザの取得が必要になります。） 

・休学は、入学2年目以降で在籍年限内に通算4年間まで認められます。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。休学期間中は授業料は不要です。休学料は1年間20,000円（2022年度実績）です。 また、年度

単位（4月1日～翌年3月31日まで）となり、年度途中での休学や復学（休学後の学習再開） はできません。 
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３.学費 
 

出願時に必要な費用 

入学手続金は出願時に全額一括で納入いただきます。分納はできません。 

 

入学手続金（単位：円） 

学科・コース 
入学選考料 

※出願時のみ 

入学金 

※出願時のみ 
授業料 事務管理費 合計 

芸術教養学科 

20,000 30,000 

170,000 20,000 240,000 

アートライティング 231,000 20,000 301,000 

書画 300,000 20,000 370,000 

イラストレーション 323,000 20,000 393,000 

 

●入学選考料、入学金は、出願時のみ必要な費用です。2年目以降は必要ありません。 

●出願後の辞退、入学不許可となった場合は入学選考料を除く入学手続金を返還します。 

●入学後、年度途中で退学しても入学手続金は返還いたしません。 

●FAP 受講者には、別途事務管理費を徴収いたします。 

●FAP 受講者は、学費ローン（オリコ）の利用ができません。 

●以下に該当する方は、入学手続金の一部が免除されます。 

 

学費免除（芸術教養学科） 

免除対象 免除金額 

京都芸術大学通信教育課程（学部・大学院） 

京都芸術大学通学課程（学部・大学院） 

京都芸術短期大学 

京都芸術デザイン専門学校（旧校名：京都国際文化専門学校） 

京都芸術大学附属高等学校 

藤川学園 

卒業・修了生 

（卒業・修了見込含む） 

入学選考料 20,000円 

入学金 30,000円 

授業料の内 50,000円減免※1、2 

合計：100,000円免除 

京都芸術大学通信教育課程（学部・大学院） 

京都芸術大学通学課程（学部・大学院） 

京都芸術短期大学 

京都芸術デザイン専門学校（旧校名：京都国際文化専門学校） 

京都芸術大学附属高等学校 

藤川学園 

卒業・修了生 

（卒業・修了見込含む） 

の子女 

入学金 30,000円免除 

京都芸術大学通学課程（学部・大学院） 

京都芸術デザイン専門学校 

京都芸術大学附属高等学校 

認可保育園こども芸術大学 

在学生の保護者 

または学費支弁者 

入学金 30,000円 

授業料の内 50,000円減免※2 

合計：80,000円免除 

※1 京都芸術大学附属高等学校の卒業生はこの免除の対象外です（免除金額50,000円）。 

※2 2年目以降の授業料についても同額が減免されます。 

 

学費免除（アートライティングコース、書画コース、イラストレーションコース） 

免除対象 免除金額 

京都芸術大学通信教育課程（学部・大学院） 

京都芸術大学通学課程（学部・大学院） 

京都芸術短期大学 

京都芸術デザイン専門学校（旧校名：京都国際文化専門学校） 

京都芸術大学附属高等学校 

藤川学園 

卒業・修了生 

（卒業・修了見込含む） 

入学選考料 20,000円 

入学金 30,000円 

合計：50,000円免除 
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京都芸術大学通信教育課程（学部・大学院） 

京都芸術大学通学課程（学部・大学院） 

京都芸術短期大学 

京都芸術デザイン専門学校（旧校名：京都国際文化専門学校） 

京都芸術大学附属高等学校 

藤川学園 

卒業・修了生 

（卒業・修了見込含む） 

の子女 

入学金 30,000円免除 

京都芸術大学通学課程（学部・大学院） 

京都芸術デザイン専門学校 

京都芸術大学附属高等学校 

認可保育園こども芸術大学 

在学生の保護者 

または学費支弁者 
入学金 30,000円免除 

 

 

支払い方法 
Web出願手続「学費の支払い」の画面にて、「クレジットカード決済」を選択し、支払操作を行います。 

 

●クレジットカード決済 

志願者本人、もしくは家族、会社等でご契約されているクレジットカードでお支払いください。 

VISA/MASTER/JCB/AMEX（2021年 10月現在。JCB/AMEX は一回払いのみ） 

決済代行会社（株式会社ペイジェント）から大学へ決済完了報告を受けた後、 

大学から登録メールアドレス宛に決済完了確認のメールを送信します。 

 

2 年目以降の授業料及び事務管理費（単位：円） 

学科・コース 授業料 事務管理費 合計 

芸術教養学科 170,000 20,000 190,000 

アートライティング 231,000 20,000 251,000 

書画 300,000 20,000 320,000 

イラストレーション 323,000 20,000 343,000 

 

入学後は授業料と事務管理費を毎年お支払いいただきます。入学選考料、入学金は出願時のみで、2 年目以降は必要

ありません。支払方法は、クレジットカード決済です。お支払いの時期は、毎年 3 月。また、授業料等の諸費用は改

定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

教材・機材費 

 

学習用 Webサイト「airUマイページ」を利用して学習しますので、インターネットへの接続環境が整ったパソコン等

が必要となります。また、テキストについては「京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 募集要項 2023」をご確認くだ

さい。 

 

 

パソコン・アプリケーション 

 

①全コース共通 

学習を進めるには、日本国内へのアクセスに問題のないインターネットへの接続環境と、日本語学習に対応可能なパ

ソコンが必要です。サポートについてあらかじめお住いの地域でご確認ください。 

※イラストレーションコースのパソコン、アプリケーションソフトは「京都芸術大学 通信教育部芸術学部 募集要項

2023」をご確認ください。 
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（1）スキルレベル 

文字入力や作成したファイルのアップロード、インターネット閲覧・メールの送受信等、基本的なパソコンや Webの

操作ができれば問題ありません。文字のコピー＆ペースト、作成した文書や資料を PDFに変換（ファイル形式を指定

して保存）、Zoom（オンライン会議システム）でのファイル共有もできると良いですが、学習を進める中で慣れてい

っていただければ大丈夫です。 

入学後、新入生ガイダンス等でも本学学習システム利用に関する基本的な操作方法等について説明する機会を設けま

す。その他ご不明な点がありましたら事務局までお問い合わせください。 

 

 

（2）推奨機材 

画面の見やすさ（画面サイズ）や文字入力のしやすさ（キーボードの有無）を考慮してご自身に合った端末を選んで

ください。カメラ・マイク付きのパソコンを推奨します。基本的には事務作業向けのパソコンで十分です。パソコン

等については 4 月中をめどにご準備いただければ結構です。 

 

 

（3）システム要件 

デバイス 対象 OS ブラウザ 

Windows PC Windows 10、11 
Chrome（推奨） 

Edge 

Mac PC Mac OS 10.14 Mojave 以降 
Chrome（推奨） 

Safari 

iPhone・iPad iOS 12 以降 Safari（推奨） 

Android端末 Android 7 以降 Chrome（推奨） 

※ブラウザはいずれも最新版を使用してください。 

※ ブラウザの設定で、Cookieを有効にする必要があります。Cookieが無効の場合、airUの一部が正常に動作しない場合がありま

す。 

※今後のOSやブラウザ、本学システムのバージョンアップに伴い、システム要件も変更となる場合があります。 

 

 

（4）アプリケーション 

レポート作成にあたってはそれなりの長文を執筆しますので、Word等のテキストエディタが使用できると良いでしょ

う。科目によっては、オンライン会議システムの「Zoom」も使用します。最新のシステム要件については Zoomの Web

サイトをご確認ください。→ Zoom ヘルプセンター＞はじめに（https://support.zoom.us/） 

 

 

（5）インターネット環境 

Web利用にあたってはブロードバンドネットワークサービスを推奨します。お住いの地域のサービスをご確認くださ

い。 

 

 

（6）システムの言語環境 

海外でパソコンをご利用の場合は、日本語版ブラウザのみご利用頂けます。 

 

※書画コース・イラストレーションコースは、次の教材・機材が必要です。学習の進行にともなって追加で必要とな

るものや、絵具や参考文献等、学習方法により個人差が生じる教材は含んでおりません。また、教材・機材等は入学

時に全てを揃える必要はありません。新入生ガイダンスや各コースの「コースガイド」「専門教育科目シラバス」等

で案内しますので、様子を見ながら揃えてください。また、以下の教材費とは別に授業での制作には材料費がかかり

ます。 
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コース 教材・機材 

書画 

基本画材（筆、紙、墨、硯、下敷き、筆巻、絵具皿、筆洗、文鎮等） 

プリンター（A3 サイズ推奨、A4サイズでも可） 

カメラ（提出作品を撮影するために必要、スマートフォンでのカメラでも可能） 

イラストレーション 

ソフトウェア（Adobe Creative Cloud） 

イラスト制作ソフト（CLIP STUDIO PAINT PRO） 

ペンタブレット（スペックは問いません） 

●Adobe社のWebサイト（https://www.adobe.com/）にて以下、ご確認ください。 

・必要なシステム構成、お住いの地域でのサポートの有無、購入価格等 

 

 

奨学金・助成金 

※FAP 受講者は「留学生」扱いにはなりませんのでご注意ください。 

 

・高等教育の修学支援新制度＜授業料・入学金減免、給付型奨学金＞（全学科・コース対象） 

外国籍でも法定特別永住者、もしくは永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって日本に在

留する者は対象になります。収入・資産基準、学業成績基準、大学進学までの期間等の要件があります。詳しくは

「京都芸術大学 通信教育部芸術学部 募集要項 2023」をご確認ください。 

 

・日本学生支援機構奨学金の在学猶予（全学科・コース対象） 

日本学生支援機構奨学金を受給していた場合、在学中は本学入学前に貸与を受けた奨学金の返還猶予が可能です。希

望者は入学後にお手続きください。 

 

・京都芸術大学通信教育課程 学習支援奨学金（芸術学科・美術科・デザイン科対象） 

同一コースにおける学習が通算 5年目以上となる場合（休学期間を除く）、授業料の 20％を奨学金として減免（2022

年度実績）します。 

 

・京都芸術大学通信教育課程 学生創作研究助成金（全学科・コース対象） 

地域社会における芸術文化の活性化をめざす学生（グループも可）の創作、研究及びその成果発表普及活動に対し、

選考のうえ、200,000円（2022年度実績）を上限に支援します。 

    

・勤労学生の所得控除（全学科・コース）…日本居住者のみ 

 

・学割（全学科・コース対象） 

日本国内において美術館・映画館・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。また、ガイダンスや学習相談会などの学事に出席する場合、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。 
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４.出願方法 
FAPの出願は Webによる出願のみです。 

 

Web出願登録期間：2023年 1 月 23日（月）10:00〜3月 6日（月）17:00 ※日本時間 

出願書類提出期間：2023年 1月 23日（月）〜3月 11 日（土） ※日本時間必着 

出
願
手
続
き
（
出
願
期
間
） 

出願書類の準備 

・提出書類の準備（P16～18参照） 

Web 出願手続き 

・本学通信教育部 Webサイト（FAP）にアクセスし、出願フォームから必要事項を入力 

https://tenohira.kyoto-art.ac.jp/fap/ 

学費（入学手続金）の支払い 

・クレジットカードによる決済 

提出書類の送付 

・入学資格証明書、証明写真等の提出 

※海外からの送付の場合は【日本時間必着】です。消印有効ではありませんのでご注意ください。 

※書類の到着確認のお問い合わせは原則受付しかねます。ご自身で追跡番号等によりご確認願います。 

大
学
側
の
手
続
き 

・書類到着後、入学選考 

入学判定結果は 2023年 3月 22日（水）にメールで通知します。※日本時間 

・入学許可者には、入学許可のメール到着後約 10日間で、入学許可証やデジタル学生証の URLをメールで送信します。 

・入学不許可者には、通知と共に入学選考料以外の入学手続金返金方法についてメールで連絡します。 

 学習開始 

・入学許可のメール通知後、学習開始日（2023年 4月１日以降）より学習できます。 

 学生証は 2023年 4月１日より使用可能です。 

 

１年次入学の既修得単位認定の申請方法【該当する方のみ】※日本の大学・短期大学のものに限ります 

・Web 出願は Step2 の入力項目に既修得単位認定の申請の有無を選択する項目があります。希望者は必ず「あり」を

選択してください。なお、認定の対象となる単位が入学資格証明書と異なる場合は別途、成績証明書または単位修得

証明書を提出してください。 

・通信制大学退学の方は、修得単位がテキスト科目かスクーリング科目であるかの区分および単位数が記載された資

料を提出してください。成績証明書または単位修得証明書に記載されている場合は必要ありません。 

 

入学手続金の一部免除の手続方法【該当する方のみ】 

・Web 出願は Step2 の入力項目に、「本学・併設校学歴」欄に必要事項を入力・記入してください。 

・本学園卒業・修了以外の学歴を出願資格とする場合は、「本学園の卒業・修了（見込）証明書」の提出が別途必要

です。入学選考料／入学金免除について P11を参照してください。 

・Web 出願は「学費の支払い」画面に免除金額が表示されていることを確認のうえ、お支払い操作をしてください。 
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提出書類について 

出願期間内に日本国内からは郵送（簡易書留速達）、海外からは追跡可能な国際郵便・国際宅急便にて日本着の指定

期限（2023年 3月 11日（土））に間に合うように手配ください。 

 

 
 

提出用封筒 

海外在住の方は、A4用紙に出願番号、入学年度、1年次入学または編入学の別、出願学科・コース名、氏名（フリガ

ナ）、住所（国名迄含む）、電話番号（国番号＋国内電話番号）を記入した送付状（書式自由）を作成し、国際郵

便・国際宅急便（追跡可能なもの）の封筒に必ず同封ください。 

日本国内在住の方は、Webによる出願専用の提出用封筒（青色・日本国内用の定型サイズ封筒）がお手元にない場合

は任意の封筒をご使用いただき、必ず上記提出先を正しくご記入のうえ、簡易書留速達で郵送または窓口持参してく

ださい。封筒裏面に出願番号、入学年度、1年次入学または編入学の別、出願学科・コース名、氏名（フリガナ）、

住所（国名迄含む）、電話番号（国番号＋国内電話番号）を必ずご記入ください。 

 

Ａ.入学資格証明書【必須】 

入学資格を確認のうえ、原則発行 6 ヶ月以内の証明書の正本（コピー不可、厳封は不要）を提出してください。 

（特別な事情がある場合は申し出てください。） 

入学 

形態 
入学資格 必要な証明書（すべて提出） 備考 

１
年
次
入
学 

海外において学校教育における 12年の課程を修了 

・成績証明書 

・修了証明書 

・日本文または英文に限ります。それ

以外の場合、①翻訳文、②大使館等公

的機関で、翻訳が正しいことの証明を

受けた書類（公正証書）の両方を添付

してください。 

※別途資料の提出を求める場合があり

ます。 

 

・国際バカロレア資格証明書のコピー 

・国際バカロレア最終試験 6 科目の成

績評価書 

高等学校・中等教育学校 卒業証明書 
・卒業見込の場合、調査書で可です

が、卒業確定後に卒業証明書を提出し

てください。 

大学入学資格が付与される専修学校高等課程 修了証明書 ・卒業・修了（退学）見込で出願の場

合、卒業・修了見込（在学）証明書で

可ですが、卒業・修了（退学）確定後

に確定した証明書を提出してくださ

い。 

・看護学校等で、その教育機関の卒業

証明書では「高等学校卒業」が確認で

きない場合は、高等学校の卒業証明書

を提出してください。 

高等専門学校 3年次修了 3年次修了の証明書 

大学・短期大学退学 

・成績証明書※1 

・在籍期間証明書 

（または退学証明書） 

高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定） 合格証明書 
・合格見込で出願の場合、合格見込証

明書で可ですが、合格後に合格証明書

を提出してください。 

大学編入学要件を満たさない、専修学校専門課程

（専門学校）・高等学校の専攻科 
高等学校の卒業証明書 

・看護学校等で、その教育機関の卒業

証明書では「高等学校卒業」が確認で

きない場合は、高等学校の卒業証明書

を提出してください。 

 

 

 

提出書類送付先  

 

提出先 〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山 2-116 京都芸術大学通信教育部芸術学部 FAP 願書受付係 

    (英文)Kyoto University of the Arts, Correspondence Education FAP Admission 

        2-116 Uryuyama Kitashirakawa, Sakyo-Ku, Kyoto, 606-8271, Japan  

 

お問い合わせ先（日本国内のみ）： 

     Web出願する前 e-mail: tsushin@office.kyoto-art.ac.jp（通信教育課程入学課） 

     Web出願した後 e-mail: question@office.kyoto-art.ac.jp（通信教育部芸術学部願書受付係） 

     開設期間：2023年 1月 23日～4月 30日 月～土／10:00～16:00 ＊日祝休、日本時間 

          ※お問い合わせは十分に余裕をもってご連絡いただきますようお願いします。 
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３
年
次
編
入
学 

海外において学校教育における 14年の課程を修了 

成績証明書※2 

学位が確認できる証明書（卒業証明書

または学位取得証明書） 

・日本文または英文に限ります。それ

以外の場合、①翻訳文、②大使館等公

的機関で、翻訳が正しいことの証明を

受けた書類（公正証書）の両方を添付

してください。 

※別途資料の提出を求める場合があり

ます。 

大学・短期大学・高等専門学校 
・成績証明書※2 

・卒業証明書 

・成績証明書に入学年月、卒業・修了 

（退学）年月の記載があれば、卒業・

修了証明書（在籍期間証明書）は不要

です。 

・卒業・修了（退学）見込で出願の場

合、単位修得見込証明書と卒業・修了

見込（在学）証明書で可ですが、卒

業・修了（退学）確定後に確定した証

明書を提出してください。 

・大学院修了は出願資格とはなりませ

ん。大学（学部）の成績証明書と卒業

証明書を提出してください。 

大学編入学要件を満たす、 

専修学校専門課程（専門学校）・高等学校の専攻科 

・成績証明書※2 

・修了証明書 

・編入学基礎資格証明書 

大学退学（短期大学退学は不可） 

・成績証明書※1※2 

・在籍期間証明書（または退学証明

書） 

各省庁設置の大学校卒業で、大学改革支援・学位 

授与機構から学士の学位を授与 

出身大学校の成績証明書※2  

出身大学校の卒業証明書 

学位授与証明書 

・学位授与見込で出願の場合、学位授

与申請受理証明書で可ですが、授与後

に学位授与証明書を提出してくださ

い。 

 

※1 通信制大学退学の場合、修得科目の区分（テキスト科目かスクーリング科目か）と単位数が記載された資料を 

添付してください。（成績証明書に記載されている場合は不要。） 

※2 3年次編入学での出願には成績証明書の提出が必要です。 

※証明書は正本であること（コピー不可）厳封は不要です。卒業証書や合格証書、またはそれらのコピーも不可です。 

※出願時に卒業・修了見込みで卒業・修了・学位取得見込証明書を提出した方は、卒業・修了が確定次第、 

卒業・修了・学位取得証明書と成績証明書を提出してください。（締切日：2023年 4月 6 日（木）【必着】） 

※出願時に退学見込で在学証明書、単位修得見込証明書を提出した方は、退学が確定次第、在籍証明書と成績証明書

を提出してください。（締切日：2023年 4月 6日（木）【必着】） 

※入学資格証明書発行元が閉校している場合は、運営していた法人または証明書の発行を引き継いでいる機関（各都

道府県の私学振興課等、企業、合併先学校法人等）にお問い合わせください。なお、証明書（専門学校の場合は、

編入学基礎資格証明書含む）が発行できない場合は、理由の如何に関わらず編入学資格のないものとみなします。 

※卒業・修了後の経過年数により証明書が発行されない場合は、発行不可証明書（理由書）を提出してください。 

※選考の際に上記以外の証明書の提出を求める場合があります。 

※入学資格証明書が期日までに提出されなかった場合は、入学日に遡って入学を取り消すことになりますので、ご注

意ください。 

 

Ｂ.パスポートのコピー【必須】と在留資格証明書【該当者のみ】 

2023 年 4 月 1 日を超えて有効期間のある、パスポートのコピー（写真と有効期限のあるページ）を提出してください。

パスポートをお持ちでない場合は国籍を確認できる公的書類を提出してください。また、日本在住の場合は、在留資

格を証明する使用（在留カード・特別永住者証明書の両面コピー）も併せて提出してください。 

 

Ｃ.日本語能力の証明書【必須】 

以下いずれかにて日本語能力の証明する書類の提出が必要です。 

 

・日本国際交流基金と日本国際教育支援協会（JEES)が主催する JLPT Ｎ１もしくはＮ２（2012 年以降に取得したも

の） 

「日本語能力試験 認定結果及び成績に関する証明書」の原本（コピー不可）。 

・JPT 日本語能力試験の 2021年 3月以降に受験し、525 点以上取得した成績証明書の原本（コピー不可）。 

・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 2021 年もしくは 2022年にて 

「日本語」科目において[読解]/[聴解・聴読解] の合計が 220点以上 

「受験票」コピー、及び「成績確認書」コピーを提出ください。 

※EJU の日本留学試験については随時日本学生支援機構へ成績照会を行います。 
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Ｄ.入学選考料／入学金免除について【該当者のみ】 

下表①〜③のいずれかに該当する方は入学手続金の一部が免除されます。 

免除対象 提出書類 

①瓜生山学園の卒業・修了（見込）者 

京都芸術大学通信教育課程（学部・大学院） 

京都芸術大学通学課程（学部・大学院） 

京都芸術短期大学 

京都芸術デザイン専門学校 

（旧校名：京都国際文化専門学校） 

京都芸術大学附属高等学校 

藤川学園 

本学園以外の学歴を出願資格とされる場合のみ、 

本学園の卒業・修了（見込）証明書を別途提出。 

Web出願画面「Step2出願資格の入力」にある 

本学・併設校学歴の項目に必要事項を入力。 

②瓜生山学園の卒業・修了（見込）者の子女 
事前に通信教育課程入学課へご連絡後、 

本学園の卒業・修了（見込）証明書を提出。 

③瓜生山学園在学生の保護者または学費支弁者 

京都芸術大学通学課程（学部・大学院） 

京都芸術デザイン専門学校 

京都芸術大学附属高等学校 

認可保育園こども芸術大学 

事前に通信教育課程入学課へ 

お問い合わせください。 

 

Ｅ.顔写真データ（学生証および学籍原簿用） 

Web出願画面「Step1個人情報」入力画面で提出します。 

5MB以下の GIF形式、JPEG形式、PNG形式の画像ファイル 

縦 354px×横 295px 推奨 

※上半身脱帽で 3ヶ月以内の撮影であること 

 

 

入学許可証・学生証の送付時期 

入学許可のメール通知後、約 10 日間で入学許可証やデジタル学生証の URL をメールで送信します。 

学生証は 2023年 4 月 1日より使用可能です。 

教材は Webから各自入手可能なものと、ご自身で手配いただく必要のあるものがあります。 
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※出願にあたっての諸注意 

・選考結果の連絡 

選考結果についての問い合わせには回答できません。2023年 3月 22日（水）に合否判定結果を出願時にご登録いた

だいたメールアドレス宛にお送りいたします。ご自身でご確認ください。 

 

・記入または入力不備・書類不備 

Web出願での入力間違いや漏れ、あるいは提出書類・出願書類に未提出や発行日が古い等の不備がある場合は、書類

審査を開始できず、入学不許可になることがあります。不備がある場合は、不備が補完された日が出願書類の受理日

となり、書類審査開始となります。 

 

・氏名登録可能な文字種 

氏名はパスポートもしくは外国籍を確認できる公的書類と合わせてください。通称は認めません。常用漢字にない文

字である場合はアルファベットで統一させていただきます。基本可能になるのはアルファベット、漢字、ひらがな、

カタカナです。 

 

・住所等の変更 

出願後に、住所、電話番号、e-mail 等に変更が生じた場合は、すみやかに通信教育部芸術学部願書受付係に e-mail

で連絡してください。 

京都芸術大学 通信教育部芸術学部願書受付係 e-mail：question@office.kyoto-art.ac.jp 

 

・受理通知（メール） 

出願後、出願を受け付けた旨のメールを送信します。出願登録後、出願受付メールが届かない場合は、通信教育部芸

術学部受付係に連絡してください。 

京都芸術大学 通信教育部芸術学部願書受付係 e-mail：question@office.kyoto-art.ac.jp 

 

・提出書類・出願書類の返却 

提出書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

 

・出願内容の変更 

出願後にコース・入学形態を変更することはできません。 

 

・志望する入学形態での入学が不許可になった場合 

入学選考の結果、志望した入学形態とは異なる入学形態と判定された場合は（例、3年次編入学で出願したが、1 年

次入学と判定）、判定結果を通知します。判定結果の入学形態で入学するか、入学辞退するかを改めて選択してくだ

さい。入学を辞退する場合は、入学選考料を除く入学手続金を返還します。返還の為の手数料、為替差に伴う現地通

貨との差額についてはご本人の負担になります。 

 

・入学が不許可になった場合 

入学選考の結果、不許可となった場合は、入学選考料を除く入学手続金を返還します。返還のための振込手数料、為

替差に伴う現地通貨との差額についてはご本人の負担になります。 

 

・入学辞退 

諸事情により、出願を辞退する場合（入学許可のメール発信日から 10日以内）は、通信教育部芸術学部願書受付係

に連絡してください。入学辞退の手続方法をご案内致します。入学選考料を除く入学手続金を返還します。返還のた

めの振込手数料・為替差に伴う現地通貨との差額についてはご本人負担となります。 
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５. 履修科目一覧 
入学した学科の専門教育科目と学部共通専門教育科目、総合教育科目が履修できます（他学科･コースの専門教育科

目は履修できません）。 

履修形態 TR：テキストレポート科目 TX：テキスト特別科目 WS：Webスクーリング科目 S：スクーリング科目 

配当年次：その年次以上になれば履修できます。 

※履修科目一覧は開講を予定している科目です。変更となる場合があります。 

 

・日本語科目【総合教育科目群/学部共通専門教育科目群】 

履修形態 科目名 科目紹介 単位数 配当年次 備考 

TX 
日本語１ 

（上級文法） 

話題や文脈に応じた適切な表現を選択し、まとまりを持

った文章をつくるために必要な文法表現に磨きをかけ

る。 

２ １ 必修 

TX 
日本語２A 

（語彙） 

大学における学びを円滑に進めることができるよう、語

彙力のブラッシュアップを図る。 
２ １ 必修 

TX 
日本語２B 

（語彙応用） 

専門書やレポート等の理解、作成に必要な語彙の定着を

図る。また、未知の語彙の正確な意味と用法を調べ、日

常的に自ら語彙を獲得する姿勢を養う。 

２ １ 必修 

TX 
日本語３A 

（読解） 

上級日本語の文章を読み、筆者の主張や要点を理解でき

るスキルを身につけ、論文や専門書などよりハイレベル

な文章を読み解くためのポイントを学ぶ。 

２ １ 必修 

TX 
日本語３B 

（読解応用） 

専門分野はもちろん、論文、インタビューや対談記事、

新聞雑誌記事など多岐にわたる文書を読み、幅広い表現

を読み取るスキルを養う。 

２ １ 必修 

TX 
日本語４ 

（記述） 

レポートや論文を書くために要する論理的な文章を、日

本語で書く力を養う。 
２ １ 必修 

TX 
日本語５ 

（総合演習） 

日本語１～４で獲得した知識・技術や能力を総合的に活

用し、大学での学びにおいて、より実践的に日本語が運

用できる力を身につける。 

２ １ 必修 

 

・芸術教養学科 

履修形態 科目名 科目紹介 単位数 配当年次 備考 

TR 芸術教養入門 
芸術教養学科で学ぶ学びとは何か、学習の体系と求めら

れる基本的態度を学びます。 
１ １  

WS 芸術教養講義１ 
芸術活動の今を端的に示すデザインのありかたとその基

本的な思考法を学びます。 
２ １  

WS 芸術教養講義２ 
私たちの暮らしのリズムを刻むイベントや行事のもつ意

義を考察する視点を学びます。 
２ １  

WS 芸術教養講義３ 
空間から日本の文化の本質を考え、理解するための授業

です。 
２ １  

WS 芸術教養講義４ 
モノや出来事を情報として捉え、俯瞰し整理する編集の

考え方を学びます。 
２ １  

WS 芸術教養講義５ 
人と人のコミュニケーションの方法や共同作業のデザイ

ンについて考えます。 
２ １  

WS 芸術教養講義６ 
日本や東アジアの暮らしの基層にある伝統文化の成り立

ちを反省します。 
２ １  

WS 芸術教養講義７ 
伝統的な暮らしのリズムを作る年中行事や通過儀礼につ

いて考えます。 
２ １  

WS 芸術教養講義８ 
私たちの風土にあわせた暮らし方のなかで培われた空間

のあり方を学びます。 
２ １  

WS 芸術教養講義９ 
文物の蒐集と展示を伝統的な編集的思考法として捉えて

考察します。 
２ １  

WS 芸術教養講義 10 
人や地域をつなぐ文化的交流のさまざまなありかたやそ

の歴史について学びます。 
２ １  
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TR 芸術教養研究１ 
人やグループに焦点をあてて、今日のデザイン・芸術活

動の個別例を研究します。 
２ １  

TR 芸術教養研究２ 
技術に焦点をあてて、今日のデザイン・芸術活動の個別

例を研究します。 
２ １  

TR 芸術教養研究３ 
特定の人物や集団をとりあげ、その活動や歴史的な影響

を考察します。 
２ １  

TR 芸術教養研究４ 
特定の技術や産業をとりあげて、その成立や歴史的な推

移を考察します。 
２ １  

TX 芸術教養演習１ 
指定のカテゴリに沿って地域文化を作る芸術デザイン活

動の調査報告を行います。 
２ ３  

TX 芸術教養演習２ 
景観やプロダクト、食文化など皆さんの選択した今日的

な芸術環境を調査報告します。 
２ ３  

TX 卒業研究 
地域の特色ある文化資産をプレゼンテーションするレポ

ートを作成、発表します。 
２ ４ 必修 

 

・アートライティングコース 

履修形態 科目名 サブタイトル 単位数 配当年次 備考 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ特講１ アートを書く・文化を編む ２ １ 必修 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ特講２ 芸術研究の方法論 ２ １ 必修 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ特講３ 現代批評論 歴史・実践・理論 ２ １ 必修 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ特講４ まちを描く ２ １ 必修 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ特講５ 記録資料と芸術表現 ２ １ 必修 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ特講６ アートパブリッシング ２ １ 必修 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習１ ディスクリプション ２ １ 必修 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習２ クリティカル・エッセイ ２ １ 必修 

TX ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ演習３ 自主制作準備 ２ ３ 必修 

TX 卒業研究（ｱｰﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞ） ２ ４ 必修 

 

・書画コース 

履修形態 科目名 サブタイトル 単位数 配当年次 備考 

TR 書画講義１ 書画同源 ２ １ 必修 

TR 書画講義２ 書画論 ２ １ 必修 

TR 書画講義３ 素材と表現 ２ １ 必修 

TR 書画講義４ 余白論 ２ １ 必修 

TW 書画演習Ⅰ-１ 書法 1 ２ １ 必修 

TW 書画演習Ⅰ-２ 画法 1 ２ １ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅰ-１ 篆書法・隷書法 ２ １ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅰ-２ 構図と空間 ２ １ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅱ-１ 行書法・草書法 ２ １ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅱ-２ 素材と表現/ 紙・墨の特性と筆墨表現 ２ １ 必修 

TW 書画演習Ⅱ-１ 書法 2 ２ ２ 必修 

TW 書画演習Ⅱ-２ 画法 2 ２ ２ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅲ -１ 楷書法・創作法 ２ ２ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅲ -２ 画稿と創作 ２ ２ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅳ -１ 書と絵画 ２ ２ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅳ -２ 古典表現 ２ ２ 必修 

S（遠隔） 書画Ⅴ -１（書） 書とデザイン ２ ３ 
選必 

（４単

位）※ 

S（遠隔） 書画Ⅴ -２（書） 書と美術 ２ ３ 

S（遠隔） 書画Ⅴ -３（画） 抽象表現 ２ ３ 

S（遠隔） 書画Ⅴ -４（画） 水墨表現と現代性 ２ ３ 

S（遠隔） 卒業制作（書画） ４ ４ 必修 

※「書画 Ⅴ-１、2」（書）または「書画 Ⅴ-3、4」（画）いずれかを選択必修。 
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・イラストレーションコース 

履修形態 科目名 サブタイトル 単位数 配当年次 備考 

TW デザイン基礎１（イラストレーション） 美術解剖学 ２ １ 必修 

TW デザイン基礎２（イラストレーション） レイアウト・構図 ２ １ 必修 

TW イラストレーション演習Ⅰ-１ メインビジュアル ２ １ 必修 

TW イラストレーション演習Ⅰ-２ キャリア論 ２ １ 必修 

WS イラストレーションⅠ-１ デジタル演習 AⅠ １ １ 必修 

WS イラストレーションⅠ-２ クロッキーⅠ（ヌード） １ １ 必修 

WS イラストレーションⅠ-３ 色彩基礎 １ １ 必修 

WS イラストレーションⅡ-１ デジタル演習 BⅠ １ １ 必修 

WS イラストレーションⅡ-２ 人物キャラクター基礎Ⅰ １ １ 必修 

WS イラストレーションⅡ-３ イラスト実習Ⅰ １ １ 必修 

TW イラストレーション基礎１ アニメーション ２ ２ 必修 

TW イラストレーション基礎２ 書籍イラスト ２ ２ 必修 

TW イラストレーション演習Ⅱ-１ 世界観表現・コンセプトアート ２ ２ 必修 

TW イラストレーション演習Ⅱ-２ アートデレクション ２ ２ 必修 

WS イラストレーションⅢ -１ デジタル演習 AⅡ １ ２ 必修 

WS イラストレーションⅢ -２ クロッキーⅡ（着衣） １ ２ 必修 

WS イラストレーションⅢ -３ 背景画 １ ２ 必修 

WS イラストレーションⅣ -１ デジタル演習 BⅡ １ ２ 必修 

WS イラストレーションⅣ -２ 人物キャラクター基礎Ⅱ １ ２ 必修 

WS イラストレーションⅣ -３ イラスト実習Ⅱ １ ２ 必修 

TW イラストレーション演習Ⅲ -１ ビジュアルストーリーテリング ２ ３ 必修 

TW イラストレーション演習Ⅲ -２ ゲームイラスト ２ ３ 必修 

WS イラストレーションⅤ -１ 業界知識・情報発信 １ ３ 必修 

WS イラストレーションⅤ -２ デジタル着彩 １ ３ 必修 

WS イラストレーションⅤ -３ デフォルメ表現 １ ３ 必修 

WS イラストレーションⅤ -４ キャラクター表現史 １ ３ 必修 

WS イラストレーションⅤ -５ キャラクターデザイン １ ３ 必修 

WS イラストレーションⅤ -６ イラスト実習Ⅲ １ ３ 必修 

TX イラストレーション演習Ⅳ ポートフォリオ ４ ４ 必修 

S（遠隔） 卒業制作（イラストレーション） ６ ４ 必修 

 

・学部共通専門教育科目 

履修形態 科目名 単位数 配当年次 備考 

TR 美学概論 ２ １ ア必修 

TR 芸術理論 １ ２ １ ア必修 

TR 芸術理論 ２ ２ １ ア必修 

TX 知的財産権研究 ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（日本） １ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（日本） ２ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（日本） ３ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（日本） ４ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（アジア） １ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（アジア） ２ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（アジア） ３ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（アジア） ４ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（ヨーロッパ） １ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（ヨーロッパ） ２ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（ヨーロッパ） ３ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（ヨーロッパ） ４ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（近現代） １ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（近現代） ２ ２ １ ア必修 

WS 芸術史講義（近現代） ３ ２ １ ア必修 
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WS 芸術史講義（近現代） ４ ２ １ ア必修 

※「ア必」：アートライティング必修 

 

・総合教育科目 

履修形態 科目名 単位数 配当年次 備考 

TR ことばと表現 １ １  

TR 論述基礎 ２ １  

TR 情報 ２ １  

TR 外国語 1 ２ １  

TR 古典日本語 ２ １  

TR 音楽 ２ １  

TR 日本の憲法 ２ １  

TR 地域環境論 ２ １  

TR 都市デザイン論 ２ １  

TR 詩学への案内 ２ １  

TR 哲学への案内 ２ １  

TR 学際的な知への案内 ２ １  

TR 心理学 ２ １  

TR 政治学 ２ １  

TR 経済学 ２ １  

TR 社会学 ２ １  

TR 宗教学 ２ １  

TR 日本史 ２ １  

TR アジア史 ２ １  

TR 西洋史 ２ １  

TR 生態学 ２ １  

TR 列島考古学 ２ １  

TR 文化研究 1 ２ １  

TR 文化研究 2 ２ １  

TR 文化研究 3 ２ １  

TR 色彩と形 ２ １  

TR 地域を探る ２ １  

TR 京都を学ぶ ２ １  
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６.その他 
 

・出願から学習開始までのスケジュール 

登録メールアドレスに「入学許可メール」が届けば、2023年 4月 1日より学習用 Webサイト「airUマイページ」か

らログインし、学習が始められます。なお、本学通信教育課程では「履修登録」がありません。各科目の開講期や提

出期間に従って学習します。 

そのため、自身の履修状況や学習環境の変化によって、履修プランを立て直すことができます。通信教育では通学制

と異なり、自分で履修プランを立て学習を進めることが重要です。入学許可後は「airU学習ガイド」やシラバスを確

認して履修計画を立てましょう。学習用 Webサイト「airU」マイページでは履修プランを作成することができます。 

 

・学習形態 

通信教育における開講科目は「テキスト科目」と「スクーリング科目」に大きく分けられます。本学通信教育課程で

は自宅学習や対面授業、レポートや作品などに課題によって科目の形態があります。 

※学び方の詳細は大学案内パンフレットや「京都芸術大学 通信教育部 芸術学部 募集要項 2023」をご確認ください。 

 

・入学辞退の申し出 

入学許可となった場合、入学許可メールの発信日から 10 日過ぎた場合や、期間内であってもすでに受講を開始して

いる場合の入学辞退のお申し出は受け付けられません。この場合理由の如何に関わらず入学手続金は返還できません。 

 

・個人情報の取扱 

本学では個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する日本国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、出願手続処理、学籍管理、教学運営、個人情報委託業者にて業務を行

うことがありますが、本学が明示する用途のみに使用します。 

 

・大学より、個別に送付対応が必要となる事象が発生した場合、日本国内受け渡しもしくは、海外の場合、FedEX

（フェデックス）の着払対応にて受付いたします。（ご本人負担） 

 

・入学後に希望される各種証明書発行については在学中に限り、年間 6部まで無償発行いたします。海外への送付に

ついては FedEX（フェデックス）着払対応にて受付いたします。学生証は、電子化したものを提供します。 

 

・法的事案が発生した場合は、日本の法令に基づき対応いたします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

出願前のお問い合わせは 

京 都 芸 術 大 学   通 信 教 育 部 
 

＋81-(0)75-791-9141 

[E-mail] tsushin@office.kyoto-art.ac.jp 

[URL] https://www.kyoto-art.ac.jp/t/ 

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山 2-116 

http://www.kyoto-art.ac.jp/
http://www.kyoto-art.ac.jp/

