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嵯峨美術短期大学

専攻科　入学試験要項

2017年4月、京都嵯峨芸術大学・京都嵯峨芸術大学短期大学部より名称変更

〒616-8362 京都市右京区嵯峨五島町1番地
TEL.075-864-7878（入学広報グループ直通） / http://www.kyoto-saga.ac.jp



校名変更のお知らせ

本学園は 1971 年に嵯峨美術短期大学を設置し、2001 年には京都嵯峨芸術大学を設置す 
るとともに嵯峨美術短期大学を京都嵯峨芸術大学短期大学部と名称変更して、今日まで数

多くの卒業生を輩出してまいりました。このたび、学園創立の精神に立ち返り、学園の理

念、目的を見直し、昨今の芸術系大学を取り巻く環境を分析した上で、学園の将来構想に

ついて検討を重ねた結果、さらなるステップアップへのきっかけとして、2017 年 4 月よ

り設置校名を「京都嵯峨芸術大学」から「嵯峨美術大学」に、「京都嵯峨芸術大学短期大学

部」から「嵯峨美術短期大学」に、それぞれ変更いたしました。

それに伴い専攻科についても「嵯峨美術短期大学専攻科」に変更となります。

アドミッションポリシー（受入れ方針・入学者選抜方針）

嵯峨美術短期大学専攻科は、芸術に対する深い思考を通して、来たるべき社会に対応す

る高度な専門性と実践的な社会技能を備えた人材の育成に取り組んでいる。

 そのために以下のような学力・資質を備えた人材を求める。

［知識・理解］

・現代の社会状況を理解し、美術やデザインと社会との関わりを説明することができる。

［論理的・創造的思考力］

・与えられた課題に対し、調査・分析した上で、取り組むことができる。

［態度・価値観・倫理観］

・知識や技術の専門性をより高める意欲を持っている。

・積極的に地域との連携を図り、社会との関わりを深める意欲を持っている。

［技能・技術・表現］

・芸術活動に必要な確実な技能を身につけている。

・美術やデザインの技術を用いて、自らの個性を表現し発信する技能を身につけている。
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出願について

出願資格

以下のいずれかに該当する者。

1.大学・短期大学・高等専門学校を卒業した者、または２０１８年３月卒業見込みの者。

2.大学に２年以上在学し、６２単位以上を修得した者、または２０１８年３月までに修得見

込みの者。

3.文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者、または２０１８年

３月に修了見込みの者（ただし学校教育法第９０条に規定する大学入学資格を有する者）。 
4.本学において上記と同等以上の学力があると認めた者。

※出願資格４により出願を希望する場合は、出願開始日の１か月前までに入学広報グルー

プにお問い合わせください。

※いずれも出身の学科・専攻分野は問いません。芸術系分野以外の出身者も出願できます。

出願書類

①成績証明書・卒業見込証明書（既卒者は卒業証明書）

出身学校長が証明したものを各１通（発行３か月以内で、厳封されたもの）提出してく

ださい。４年制大学２年次在学生（３年次在学生も含む）は単位修得見込証明書を提出

してください。

※出願時に「見込」での各種証明書を提出する場合、入学時には正規の証明書が必要と

なります。

※嵯峨美術短期大学の在学生および卒業生は、上記証明書の発行手続を教務・学生支援

グループで行ってください。証明書交付願の使用目的欄には必ず「専攻科受験」と明記

してください。

②入学願書・面接資料・入学検定料払込受付証明書

本学所定の用紙を使用してください。

入学願書には写真を貼付してください。（上半身、脱帽、正面向、縦４㎝×横３㎝で枠無

し、３か月以内に撮影のもの、写真の裏面に氏名を記載すること。カラー・白黒不問）

面接資料には志望理由や学びたいことなどを記入してください。

※留学生の方は入学広報グループまでお問い合わせください。
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③専門士資格取得（見込）証明書（専修学校生のみ）

専修学校修了者（修了見込者）は、出願資格確認のために必ず提出してください。なお、

出身専修学校によって、専門士の資格取得（見込）証明書が提出できない場合は、出願

書類在中の「基礎資格証明書」に、出身専修学校が必要事項を記入したものを提出して

ください。

※出願資格審査の結果、出願資格がないと判断された場合は検定料を返還します。

④履修授業概要（専修学校生のみ）

本学専攻科入学後の卒業要件確認のための資料として出身専修学校での履修授業概要の

わかる資料を提出してください（履修概要等のコピーで可、返却しません）。

入学検定料

２５，０００円

●銀行振込の場合

所定の用紙に必要事項を記入のうえ、銀行窓口で振り込んでください。いったん納入さ

れた検定料は原則として返還できません。

取扱銀行等の収納印のないもの、入学検定料払込受付証明書を使用していないものは無

効となります。入学検定料払込受領書は領収書となりますので大切に保管してください。 
●持参の場合

所定の用紙に必要事項を記入のうえ、出願書類受付期間・時間内に入学広報グループま

でご持参ください。

出願方法

●出願先  〒616-8362 京都市右京区嵯峨五島町１番地

嵯峨美術短期大学 入学広報グループ

●市販の封筒を使用して簡易書留速達または持参の方法により提出してください。

●郵送による出願の場合は、締切日の消印有効です。

●持参による出願の場合は、出願期間中入学広報グループにて受け付けます。日曜日・祝

日は受け付けません。

［受付期間］平日１０：００～１７：００ 土曜日１０：００～１２：００
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入学試験について

募集人員

専攻 修業年限 
募集人員 

前期 後期 

美術専攻 

2 年 

6 名 6 名 

デザイン専攻 9 名 9 名 

試験日程

【前期】

出願期間 2017 年 10月 2日（月）～10月 14 日（土）消印有効 

試験日 10月 21 日（土） 

試験時間 
10時開始 

（9時 45分までに指定された試験会場に入室すること） 

試験会場 本学 

合格発表日 10月 28日（土） 

入学手続締切日 
1 次（入学金） 11月 24 日（金） 

2次（入学金以外） 2018 年 2月 5 日（月） 

【後期】

出願期間 2018 年 2月 5 日（月）～2月 14日（水）消印有効 

試験日 2 月 23日（金） 

試験時間 
12時開始 

（11時 45分までに指定された試験会場に入室すること） 

試験会場 本学 

合格発表日 3 月 7日（水） 

入学手続締切日 3 月 22日（木） 
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入学試験内容

美術専攻

面接（作品持参）

※１人約 15 分、志願者数によってはグループ面接となります。

合否については面接・持参作品・提出書類により総合的に判定します。

デザイン専攻

面接（作品持参）

※１人約 15 分、志願者数によってはグループ面接となります。

持参作品 

作品 2点（写真・カラーコピー・コンピューター出力したものなど） 

過去 2年間に制作した作品を 2 点選び、その写真などをボード 

（B3 版のイラストボード 2枚）に自由にレイアウトしたもの。 

※ボード 1枚に 1課題（ボードの色は自由）

合否については面接・持参作品・提出書類により総合的に判定します。

作品等における注意事項

●作品には指導教員の作品証明書（所定用紙）を必ず貼付してください。

●作品は必ず当日持参とします。事前預かりは一切行いません。

●デザイン専攻受験者のみ、試験終了後作品を預かります。後日、入学広報グループにて

返却します。

受験に関する注意

●願書受付後は専攻の変更ができません。

●試験日間近になっても受験票が届かない場合は、入学広報グループまで問い合わせてく

ださい。

●指定された集合時間は厳守してください。

●試験妨害行為・不正行為があった場合は、ただちに受験の停止を命じ、その後の受験は

認めません。

●試験開始後 20 分以上遅刻した場合は、試験放棄（欠席）とみなします。

持参作品 

作品 2点および作品ファイル（写真等、点数は自由） 

※立体作品等で持参不可能の場合は作品の写真を提出すること。
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合格発表

●受験者全員に対し、合否を通知します。合格者には合格通知と入学手続書類を送付しま

す。

●学内掲示による発表は行いません。

●電話等による本学への問い合わせは一切受け付けません。

●郵便事情等により、通知文書が発表日に届かない場合があります。

入学手続に関する注意事項

●入学時手続金を納入して手続完了となります。指定の期日までに手続を完了しない場合

は入学を取り消すことがあります。

●納付金は２段階納入とし、１次手続で入学金、２次手続で入学金以外の入学時手続金を

納入してください。後期入学試験の合格者は、入学金を含む入学時手続金を納入してく

ださい。

●入学金は入学年度のみ納入していただきます。なお嵯峨美術短期大学在学生・卒業生

（京都嵯峨芸術大学短期大学部卒業生を含む）は入学金２００,０００円が全額免除とな

ります。

●いったん納入された入学金はいかなる理由があっても返還いたしません。

●２次手続きを完了された方に、入学許可書を発行します。入学許可書は２次手続締切日

後、１週間程度で送付します。

●入学後に教学振興資金として任意の寄付金のご協力をお願いいたしております。この寄

付金の募集については、税制上の優遇措置を受けることができます。

●入学後それぞれの専攻により実習にともなう教材費が別途必要となりますのでご了承く

ださい。



6 

学費

２０１８年度学費（予定）

入学時手続金 第 3回納付額 

（6月末） 

第 4回納付額 

（10 月末） 
合計 

＜1次＞ ＜2次＞ 

入学金 200,000 円 200,000 円 

授業料 242,500 円 242,500 円 485,000 円 970,000 円 

教育充実費 50,000円 50,000円 100,000 円 200,000 円 

合計 200,000 円 292,500 円 292,500 円 585,000 円 1,370,000円 

諸費（2 年分） 

学生教育研究災害傷害保険・

付帯賠償責任保険料 
2,430円 

教育後援会費 24,000円 

学友会費 12,000円 

合計 38,430円 

納付金の返還

●入学手続後、入学を辞退する場合は「入学辞退届」（入学広報グループまで請求してくだ

さい）に必要事項を記入し、２０１８年３月３０日（金）午後４時（時間厳守）までに

入学広報グループへ提出してください。入学金以外の納付金を返還します。

また、提出期限以降に辞退の申し出があった場合については、「学生教育研究災害傷害保

険・付帯賠償責任保険料」「教育後援会費」「学友会費」のみを返還します。

納付金の充当

●短期大学専攻科に手続きをし、嵯峨美術大学編入学のために専攻科を辞退する場合は、

短期大学の納付金を全額充当します（差額分のみ納入）。
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