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「京都市立音楽短期大学」創立当時の合奏授業風景
1952‒55（昭和 27‒30）年撮影

「京都府画学校」時代の教室風景 , 1880‒1890（明治 13‒23）年

「京都市立絵画専門学校」創立当時の実技授業風景
1909（明治 42）年撮影
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創立 140 周年
長い歴史が育む人と文化

御所御苑内の校舎遠望「京都市美術学校」時代 , 1893（明治 26）年撮影

初代摂理
田能村直入

教員
幸野楳嶺

教員
望月玉泉

京都府知事
槇村正直

京都市立芸術大学（略称：京都芸大）は，1880（明治 13） 年に日
本初の公立の絵画専門学校として開設された「京都府画学校」を母
体とする芸術大学です。美術と音楽を両軸とする本学は，文化首都・
京都に蓄積された豊かな美の伝統を背景に，建学以来，国内外の芸
術界・産業界で活躍する優れた人材を輩出し，国内のみならず世界
の芸術文化に貢献してきました。
1883 （明治 16） 年の京都府画学校規則第一条には「本校は美術を
拡張し工芸製作の基礎を訂正するために設くるものにして粗を戒め精を
窮め浮を去り実に就き公益を謀り文化を補うを本旨とす」とあります。
創造的な精神と技術によって広く社会や文化に貢献することが，今日ま
で続く本学の基本理念です。
1889 （明治 22）年，市制施行による京都市誕生とともに市に移管，
京都市画学校に。その後，市立絵画専門学校，市立美術専門学校
と変遷を経て，1950（昭和 25） 年，京都市立美術大学に。一方，
1952 （昭和 27） 年に日本初の公立音楽大学として京都市立音楽短期
大学が設置されます。開学の趣旨に「京都市が市民の音楽熱の熾烈
なる実状に鑑み，名実ともに国際文化観光都市にふさわしい教養ある
社会人としての音楽芸術家を育成せんがため」とうたわれました。この
二つの大学が 1969（昭和 44） 年に統合されて「京都市立芸術大学」
となりました。以後 50 年以上，「京都芸大」「京芸」として市内外の
皆さまから親しまれてきました。
本学にゆかりのある文化勲章受章者として，竹内栖鳳，堂本印象，
富本憲吉，小野竹喬，山口華楊，上村松篁，池田遙邨，加山又造，
草間彌生など，音楽学部・研究科出身者からは，指揮者の佐渡裕，
阪哲朗，チェリスト上村昇，河野文昭，プリマ菅英三子，ピアニスト
三木香代，ファゴット奏者の水谷上総，ヴィオラ奏者の小倉幸子など，
いずれも著名な芸術家を輩出。これら先輩諸氏に続き，アーティストと
して認められた数多くの卒業生が国内外で活躍しています。

（以上，敬称略）

幕末から明治。斜陽化した京都を復興するため，1878（明治 11）年，
南画家 ･ 田能村直入は，時の京都府知事 ･ 槇村正直に画学校設立
の陳上書を呈上。続いて四条派 ･ 幸野楳嶺と望月派 ･ 望月玉泉が，
円山派 ･ 久保田米僊，岸派 ･ 巨勢小石との連署で，画学校創設の
建議書を同知事に提出。かくて 1880（明治 13）年「京都府画学校」
が開校した。

「京都府画学校」の地。京都御苑内「旧准
后里御殿」を仮学舎に開学。1882（明治
15）年，暴風により破損。河原町二条へ移転。

河原町二条「織殿」（現日本銀行京都支店）
に移転後，1885（明治 18）年，河原町の
元勧業場跡（現京都ホテルオークラ）へ。
＊1888（明治21）年5月にフェノロサ，8月に
ビゲローが来校。

1889（明治 22）年の市制実施にともない「京
都市画学校」と改称し，御苑内の博覧会東館
跡へ移転するも，まもなく東山華頂山麓の知恩
院境内「通照院」に転じた。1891（明治24）年，
「京都市美術学校」に改称。
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御苑東南隅の地を宮内庁より期限付きで借用
し，新校舎設立。「京都市美術学校」から翌
年「京都市美術工芸学校」へ改称。さらに
1901（明治 34）年「京都市立美術工芸学校」
（美工）に改称。

京都市立絵画専門学校第１回卒業生。本館前
にて。1911（明治 44）年撮影

土田麦僊《髪》1911（明治 44）年

いつの時代も新しい創造を
芸術の研究・教育・交流を展開

1969（昭和 44） 年に「京都市立芸術大学」となった本学は，1980 （昭
和 55）年に現在の沓掛の地に移転。名実ともに芸術の高度な総合的
研究・教育機関としての体制を整えました。2000（平成 12）年には，
歴史文化都市・京都にふさわしい日本伝統音楽の研究機関として「日
本伝統音楽研究センター」を開設。2010 （平成 22）年には，市民
の皆様に作品を鑑賞していただく場として，京都市立芸術大学ギャラリ
ー＠ KCUA（アクア）をオープン。そして2012（平成 24） 年に公立
大学法人に。さらに2014 （平成 26）年には「芸術資源研究センター」
を開設しました。これからも創立以来の自由で先進的な創造精神をさ
らに発展させ，新たな時代を担う多様な価値の発見や創造のために，
芸術の研究・教育・交流を展開していきます。

1880（明治13）年
1889（明治 22）年
1891（明治 24）年 
1894（明治 27）年
1901（明治 34）年
1909（明治 42）年 
1945（昭和 20）年
1950（昭和 25）年
1952（昭和 27）年 

京都府画学校 創立
京都市画学校 改称 ＊京都府から京都市へ移管
京都市美術学校 改称
京都市美術工芸学校 改称
京都市立美術工芸学校 改称
京都市立絵画専門学校 創立
京都市立美術専門学校 改称
京都市立美術大学 ＊大学制度へ移行
京都市立音楽短期大学 創立

沿革
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京都市立音楽短期大学，第１回定期演奏会を
弥栄会館で開催 , 1953（昭和 28）年撮影

御苑内東南の地に校舎を新築。竣工式の記念
写真 , 1893（明治 26）年撮影

美工制服（明治 28年）

パナマ万国博覧会の賞状。1916（大正 5）年。
1883（明治 16）年にオランダ・アムステルダム
博覧会に出品した生徒作品に金牌が授与され
て以降，数 の々博覧会で金・銀・銅牌を獲得。

左京区吉田に新学舎竣工。創立以来初めて
独自の校地学舎をもった。1909（明治 42）年，
「京都市立絵画専門学校」（絵専）が設立さ
れ，1911（明治 44）年に同校地内に学舎完成。
絵専・美工の２校が兄弟校として同地で発展。
＊絵画専門学校の第１回受験者には，美工の卒業生
もおり，第２学年に編入となった。入江波光，小野竹
喬，榊原雨村，榊原紫峰，土田麦僊，星野空外，
松宮芳年，村上華岳，野長瀬晩花，青山翠光ら，
後の京都画壇に大きな足跡を残す駿英たちだった。

「京都市立音楽短期大学」（音大）創立の
地は，北区出雲路立本町。賀茂川堤防沿
い出雲路橋西詰の元出雲路小学校の木造
校舎を利用した。
＊ 1955（昭和 30）年，ドイツ人オペラ指揮者カー
ル・チェリウスを招聘，着任。氏の提唱により京都
市交響楽団が創設される。

東山区今熊野に絵専・美工の新学舎が完成。
戦争の時代もこの地にあった。1945（昭和 20）
年，絵専は「京都市立美術専門学校」と改
め女子学生の入学を許可。美工は1948（昭
和 23）年，「京都市立美術高等学校」となる。
美術専門学校は1950（昭和 25）年，新制大
学「京都市立美術大学」としてこの地で開学。
＊重要無形文化財保持者の村山明や森口邦彦ほか，
白髪一雄，山本容子，森村泰昌，森田りえ子らの美
術家，田中一光，粟辻博，ワダエミ，皆川魔鬼子ら
のデザイナーはここで学んだ。
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1969（昭和 44）年 
1980（昭和 55）年 

1986（昭和 61）年 
2000（平成12）年 

2003（平成15）年 
2010（平成 22）年

京都市立芸術大学 ＊美術大学と音楽短期大学の統合
大学院美術研究科修士課程 設置
＊西京区大枝沓掛へ移転
大学院音楽研究科修士課程 設置
大学院美術研究科博士（後期）課程 設置
大学院美術研究科修士課程保存修復専攻 設置
日本伝統音楽研究センター 開設 …①
大学院音楽研究科博士（後期）課程 設置
京都市立芸術大学ギャラリー＠

ア ク ア
KCUA 設置… ② 

2012（平成 24）年 
2014（平成 26）年 

＊公立大学法人へ移行
芸術資源研究センター 開設 …③

⁵ⁱᴂఋطᴃण

⁵⁴ᴂఋطⁱⁱᴃण

「京都市立芸術大学音楽学部・大学院音楽研
究科 第162回定期演奏会」京都コンサートホー
ル大ホール , 2019（令和元）年撮影

「2019 年度京都市立芸術大学作品展」学内 , 
2020（令和 2）年撮影

森村泰昌《はじまりとしてのモナ・
リザ》1998（平成 10）年

ダムタイプ《Voyage》2002（平成 14）年
写真：福永一夫

卒業生の佐渡裕氏による特別授業
2016（平成 28）年撮影

京都市立芸術大学第１回卒業生。式後に玄関
前にて , 1970（昭和 45）年撮影

大学制度に移行し「京都市立美術大学」へ。
学内と市美術館別館を会場に「美術大学開学
記念作品展」開催 , 1950（昭和 25）年撮影

音大は平安神宮の西隣，左京区聖護院円頓
美町の京都市警察学校跡地へ移転。由緒ある
武徳殿を体育館とし，1969（昭和 44）年「京
都市立芸術大学音楽学部」に昇格後も，沓
掛へ移転するまで 25 年間使用した。

創立百周年のこの年，西京区沓掛に，美術学
部と音楽学部が揃った「京都市立芸術大学」
の学舎が完成。
＊現代美術作家のヤノベケンジ，やなぎみわや，ダム
タイプなどのパフォーマンスアーティスト，指揮者の佐
渡裕もこの学舎から巣立った。

①博士課程と日本伝統音楽研
究センターがある新研究棟。

②ギャラリー @
 ア ク ア

KCUA（堀川
御池ギャラリー内）

③芸術資源研究センター
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◎多くの文化資源が集積する京都の中心部に移転することから，京都国立博物館や
京都市京セラ美術館，京都国立近代美術館，京都コンサートホール，ロームシア
ター京都などの文化施設が利活用しやすくなります。
◎京都の玄関口となる京都駅や京阪電鉄七条駅から徒歩圏内にあり，電車やバス等
の交通の利便性に優れているため，市内はもとより国内外からのアクセスも容易とな
ります。
◎これまでも連携を行っている京都市産業技術研究所や伝統産業との産学連携や，
京都大学をはじめ京都の多くの大学との交流や学術連携が一層活発化します。

本学は，1980（昭和 55）年にこの沓掛の地に移転してから40
年が経過し，現キャンパスは，施設の老朽化をはじめとした課題を
抱えていることから，世界に冠たる芸術大学として一層の飛躍を目
指すため，京都の玄関口・京都駅の東に位置する崇仁地域へ大
学全体を移転します。2020（令和 2）年に建設が始まり，2023（令
和 5）年に新キャンパスがオープンする予定です。

移転後の京都芸大と周辺施設

新キャンパス イメージ図（鴨川からの俯瞰）

新キャンパス イメージ図（塩小路河原町から見た外観）

2023年京都駅東部エリアに移転
まちに向かって開かれた大学へ

4
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京都コンサートホール

ロームシアター京都

京都大学

京都市役所
京都市京セラ美術館

京都市産業技術研究所

京都国立近代美術館

京都国立博物館

京都文化博物館
東西線

北大路通
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川

京都芸大
新キャンパス

京都駅

京都芸術センター

キャンパスプラザ京都

京都堀川音楽高校

京都国際マンガミュージアム

府民ホール・アルティ

清水焼
団地

西陣
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基本コンセプトは「テラスとしての大学」。テラスは建物の一部であ
りながら，外に向かって広がる空間です。京都の歴史や伝統，技
術，知財が層をなした豊かな土壌を生かすため，壁や垣根がなく，
多様な人々が往来できる大学をつくるという構想です。
約 3 万 4600㎡の敷地に，さまざまな施設が有機的に配置され，
都市中心部でありながら，豊かで創造的な活動を展開できる新た
な都市型キャンパスを目指しています。充実した教育研究活動を可
能にする制作室やレッスン室などを整備するとともに，オペラ上演
も可能な約 800 席の音楽ホールや約 1000㎡の展示室を備えたギ
ャラリーを整備します。また，附属図書館や芸術資料館の機能を
充実させ，開かれた芸術の研究・発信拠点を目指します。
新キャンパスでは，京都のまちに受け継がれてきた，「通り」や「奥
庭」「軒下」などの空間的要素が効果的に配置されます。学部や
専攻を超えた出会いによって創造的な活動が生まれ，市民や京都
を訪れる人々が，まちを歩くように気軽に芸術に触れることができる
場となるでしょう。

新キャンパス イメージ図（附属図書館）

新キャンパス イメージ図（高瀬川沿い）新キャンパス イメージ図（キャンパスを南北に貫く「芸大通」）

付近見取図 専攻配置概要

新キャンパス イメージ図（音楽ホール）

コンセプトは「テラスとしての大学」
芸術文化創造の新たな拠点をめざす

5

移転地移転地

鴨
川
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京都駅京都駅

教育・研究・創作をより豊かにする
まちなかの都市型キャンパス
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学長　　赤松  玉女
画家。1959 年兵庫県尼崎市生まれ。1984 年に本学大学院美術研究科
修士課程絵画専攻（油画）修了後，国内外の美術館やギャラリーでの
展覧会を中心に活動。油彩，水彩，フレスコ技法等，画材や技法を組
み合わせた絵画表現の可能性を研究。イタリアでの創作活動等を経て，
1993 年に本学美術学部美術科油画専攻教員に着任。2018 年度から本
学美術学部長。2019 年 4月から現職。学外の組織と連携して，知的障
がい児・者のアート活動支援の分野に取り組んでいる。
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京都の人々は考えた
芸術は新しい時代を切り拓く力だと

京都市立芸術大学は，本年創立 140 周年を迎える，日本で最も長い歴史をもつ芸術系の
学校です。明治初期の京都。幕末からの戦災や遷都により人口が減少し，まちが衰退
していた 1880 年，復興を目指す若い絵師たちの思いを集めて，京都府画学校が設立
されました。そして1952 年，戦後の復興期に京都市立音楽短期大学が誕生しています。
京都の人々は厳しい時代にこそ，芸術や教育が新しい時代を切り拓く大きな力になると考
えていました。継承するべき伝統文化をもちつつ，常に新しいものを取り入れて，まちを
活性化させてきた京都。その豊かな土壌に学び，さらに新しい価値観を示しながら，本学は
日本の近現代芸術の屋台骨を支えるアーティストたちを脈々と輩出してきました。
 
来たる2023 年度，本学は JR 京都駅近くへのキャンパス全面移転を予定しています。この
移転をきっかけに未来に向けて，さらに多様で，ユニークな大学にすることを目指します。
従来の自由でオープンな学風を守り，大学間や産業・地域との連携を充実させ，「芸術」
をエンジンにした創造的な交流を活発におこないます。学外との連携は，そこで受け取った
刺激や情報を，学生たちそれぞれが吸収し，作品や研究，演奏に昇華させていくために
あります。大学はそれを最大限サポートします。

 
少数精鋭で学ぶ実技と理論
思考することで創造力を磨いていく

社会に開かれた京都芸大は，常に「創造の現場」です。私たちが学生に求めているのは，
芸術や文化に対する好奇心，表現することへの強い意欲，柔軟な思考力，あふれる個性
です。一学年が両学部合わせて200 人の小さな大学ですが，この規模だからこそ実践
できる「少数精鋭の質の高い教育」と，学部や専攻，実技と座学の「垣根を超えた横断的
教育」をおこなっています。作品制作や演奏のためのテクニックや感性を磨く「実技教育」
と同時に「理論教育」も重視します。感性や直感のみに頼らず，広く社会に関心をもち，
思考することで，潜在的な表現力をさらに輝くものに育てていくのが京都芸大の教育です。

いま，先が見えないといわれる時代に，芸術や文化の力が大きな注目を集めており，社会
や産業のイノベーションに，デザイン・シンキング，アート・シンキングが必要といわれて
います。芸術には変化に対応していく柔軟さがあり，困難を乗り越える力があるからです。
卒業生たちは，国内外の芸術界，産業界で活躍していますが，いわゆる芸術家のみならず，
新しい価値観を生み出す力をもった人材として，社会のさまざまな分野で活躍しています。
「無」から生み出すことを学んで身につけた豊かな表現力や創造力を，それぞれの現場で
発揮しているのです。

学生は京都芸大という場で，高い志をもった仲間たちと出会い，教員であると同時にアー
ティストである教授陣と出会います。お互いに啓発しあいながら芸術を学び，創造力を磨く，
そんな京都芸大でのすべての体験は，社会に出てからの自信となり強みになります。人生を
豊かにする方法を考え，将来の可能性を探っていく大切な学生時代，ぜひ京都市立芸術大学
でしっかりと学んで，皆さんの夢の実現につなげてください。

5BNBNF�"LBNBUTV
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美術，デザイン，工芸，総合芸術学の 4 つの学
科で構成された美術学部。国際的な芸術文化都
市・京都の資源を生かし，独創的で多様な研究
を背景に，専門的で横断的な教育を通して，優れ
た芸術家や独創的な人材を生み出しています。

https://www.kcua.ac.jp/arts/
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美術学部美術学部

本学は専攻別入試ではなく「科別入試」を採用していま
す。１年次前期の総合基礎実技を履修後，各科の基礎実
技を学び，希望する専攻へ進みます。

［美術科］　１年次後期 ‒２年次前期，５専攻の基礎実技の
中から，半年ずつＡとＢの２回の基礎実技を自由に選択（日
本画専攻を除く），２年次後期から本格的な専攻実技に進みま
す。各専攻に定員はありませんので，希望する専攻に必ず
進むことができます。（ただし，２年次後期からの専攻実技に進
む際，各専攻の基礎実技の履修が条件となる場合があります）
［デザイン科］　１年次後期 ‒２年次後期のデザイン基礎で３
専攻の基礎を学び，３年次から各専攻に分かれます。
［工芸科］　１年次後期の工芸基礎において３専攻の基礎を
学び，２年次から各専攻に分かれます。
［総合芸術学科］　１学科１専攻。１年次から総合基礎実技と
併せて，基礎演習が始まります。

４年間の学び

1 年次後期から始まる「専攻基礎実技」
自分の進む専攻の基礎づくりを

総合基礎実技が終われば，専攻の基本をしっかりと学びます。目指す
専攻によって求められる基礎知識や技術はそれぞれ異なるため，学習
内容も各科でカリキュラムが組まれ，期間も科によって違いがあります。
本格的な専攻実技を履修する前に，素材についての知識，描画などの
技法，道具や機械の扱い方など，練習や体験を重ねて学んでいきます。
（各専攻ページp.14‒37参照）

基礎から専攻へ

総合基礎実技の様子

1 年次の前期は「総合基礎実技」から
科・専攻の枠を超えて学びをスタートする

美術学部は，美術科，デザイン科，工芸科，総合芸術学科の 4つ
の学科から成ります。入試は，この 4つの学科ごとに募集し，各専
攻に分かれるのは，1 年次前期の「総合基礎実技」を履修した後，
各専攻の基礎を学んでから。2年次以降（デザイン科は3年次以降），
それぞれの専攻の学びと実技へと進んでいきます。
本学の芸術教育の特色は，創造活動の土台となる基礎力の育成を
重視する点にあります。入学後の半年間，美術学部すべての新入生
が，科・専攻の枠を超え，総合基礎実技を履修します（p.12 参照）。

2020 年２月の作品展は本学キャンパスが第一会場となった。

美術学部長
彫刻専攻　中原 浩大 教授

卒業制作展ではなく，「作品展」。
全学年の展覧会に１年次から出品

卒業年生だけでなく，学部１回生から大学院修士課程２回生までの
全学年が作品を展示。毎年作品を作り上げ，搬入・陳列・搬出ま
ですべて学生自らが行います。学部卒業までにその経験を４回積み
上げることになります。（p.38 参照）

総合基礎実技の魅力は，自分
が立っているのが道の上ではなく，広大な

地面の上だと実感し直してみることに似ていると思
う。そのためには，これまでの蓄積を総動員する必要
があるかもしれないし，今まで使ったことのない考え方，感
情，視野，方法，技術が必要になるかもしれない。それを自
分自身や同級生たちで探すことになるかもしれない。
広大な地面に立つことで見えてくる，自分とは
異なる存在を認めて多様性を感じ取ろうと
する姿勢や，想像し自分のこととして
共感できる力，一つの事象に
いくつもの観点を見いだそうと
する態度。大学で芸術を学ぶ
ことを，ここから歩み

始めよう。
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1 年次 2年次 3年次 4年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

美術科
 (70 名 )

総合基礎実技

美術科基礎 A

下記から1つ選択

日本画基礎 A 
油画基礎 A
彫刻基礎 A
版画基礎 A
構想設計基礎 A

美術科基礎B

下記から１つ選択

日本画基礎B 
油画基礎 B
彫刻基礎B
版画基礎B
構想設計基礎B

日本画専攻

油画専攻

彫刻専攻

版画専攻

構想設計専攻

デザイン科
（30名）

デザイン基礎 1 デザイン基礎 2A デザイン基礎 2B

ビジュアル ·デザイン

環境デザイン

プロダクト・デザイン

工芸科
（30名）

工芸基礎

陶磁器基礎 A 陶磁器基礎B 陶磁器専攻

漆工基礎 A 漆工基礎B 漆工専攻

染織基礎 A 染織基礎B 染織専攻

総合芸術学科
（5名）

他専攻の基礎 他専攻の基礎 総合芸術学科 
基礎実技 総合芸術学演習

基礎演習 A‒1 基礎演習 A‒2 調査研究・
企画運営演習 A・B 基礎演習 B

芸術に関わる幅広い視野と，専門的な知識の修得のためには，
芸術の各ジャンルを越えて，さまざまな知の領域を横断しながら学
ぶ教養教育が不可欠です。
そのため学科教育では，「芸術文化」「芸術科学」「芸術学・美術史」
の各系列ごとに科目を編成しています。その幅広い授業内容から
知識と教養を深め，各自の専門性を高めることを促し，異なる芸
術領域を横断する知的活力を養成します。

柔軟な思考力と独自の発想力を育てるため，専任教員はもとより，
学外からもさまざまな分野の専門家を非常勤講師として迎え，多
彩な内容の授業科目を設けています。
専門的な知識・技法の習得のみならず，論理的な思考力・課題
解決力の育成を目指して，授業を構成。少人数による密度の高い
教育課程の中で，教員は個々のテーマに合わせた課題を設定し，
学生一人ひとりが自らが学ぶ能力の習得を目指します。

外国語は，英語・フランス語・ドイツ語を学びます。実践的な表
現力の習得はもとより，外国語学習を通して言語・文化・科学な
どを幅広く考察しながら，現代社会の理解を目指します。

技術の習得や発揮，芸術活動の継続にとって基盤となるのは身体
です。スポーツの実践・競技技術の鍛錬により身体運動能力を養
うことは，総合的な判断力の涵養にもつながります。保健体育科
目で，心身のバランスのとれた学生生活を支援します。

教職課程および博物館学課程では，卒業生の多数が教員免許並
びに学芸員資格を取得しており，卒業後の活躍の場を広げていま
す。（p.44 参照）

学科教育

多彩な教員

外国語教育

保健体育

教職課程・博物館学課程

美術学部の授業科目

AM

PM

午前は講義室で授業，午後は制作室で実技
メリハリをもって学習と制作に集中する

新しい芸術を生み出すための自由で豊かな発想力，思考力を育成
するためには，多岐にわたる幅広い教養と深い洞察力が必要です。
そのための教養教育および学科教育は，芸術創出のための知的活
力の基盤ととらえています。科目は，哲学や社会学などの「芸術文
化」，宇宙物理や現代生物学，数学，人間工学といった「芸術科学」，
また日本美術史や西洋美術史などの「芸術学・美術史」を系列ごと
に編成。ほかに外国語演習やコンピュータ演習，体育など。授業は
すべて午前中に行います。
一方，実技は午後から。実技教室や制作室，工房，学習室などで，
作業のほか，ゼミや合評を行います。
※「テーマ演習」（p.13 参照）など，一部午後に行われる科目もあります。

専攻別構成図（　）内は募集人数
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美術学部美術学部

総基礎の期間中，課題に関わる研修
旅行を行いました。2019 年度は 1970 
年万博会場の「太陽の塔」，国立民族
学博物館見学の後，大阪府立弥生文
化博物館では土器に直接触れる体験
を。翌日は，2025 年の万博予定地に
近い舞洲工場（フンデルトワッサー設
計のゴミ処理場）を見学しました。

2019 年度の総合基礎実技で実施した各課
題の内容を紹介しながら，学生たちの取り
組みの成果を展示する「そうきそ展」を，
本学キャンパスにて開催。作品を他者に見
せることを通して，“わたし”と“あなた ”の
新たな出会いや対話の在り方を探りました。

わたし⇄あなた，内⇄外に広がる過去や未来，世界や自然を見つめて対話し，創造することを目指しました。

第１課題
ようこそ！～縄文的精神で歓
待の器（場）をつくる～

研修旅行　テーマ『太古から未来へ』（1 泊 2 日） そうきそ展
『わたしの外側，あなたの内側』

第 3 課題
ノーテーション：
おきかえつなぐ

第 2 課題
各，描く，かく，，，
鉛筆から？まで

第 4 課題
昔話の世界を
かたちにする

総合基礎実技の様子

総合基礎実技の様子

キャンプファイヤーの後の花火
（大阪市立信太山青少年野外センター）

美術学部には，30 年以上の実績がある領域横断型のユニークな授
業があります。それが「総合基礎実技」（略称：総基礎）。受験実
技から創作の世界へとスタートを切るうえで，非常に重要なプログラ
ムとして，この授業を位置づけています。
美術学部の新入生は全員，所属の科に関係なく4クラスに編成され，
科の枠を越えてそれぞれの課題に取り組みます。指導を担うのも，
実技や学科，専門分野の枠を超えた教員組織。造形芸術の各領域
に通じるテーマが設定され，テーマに基づく課題を展開していき，展
示として成果を発表します。授業の形態は，関連講義のほか，ワー
クショップや，チュートリアル（個別指導），個人またはグループに
よる制作，学外研修，発表，合評などさまざま。
入学直後から半年にわたり取り組む中で，異なる方向性をもった学
生同士，学生と教員の間にコミュニケーションが生まれます。自己の
視野を広げ，多様な学問領域の人と人の間に交友関係を築いていく
ことも，芸術という大海に船出するための豊かな基礎になります。

30 年余の実績。新入生のすべてが履修する
「総合基礎実技」というプログラム

総合基礎実技

2019 年度 総合基礎実技課題テーマ『わたしの外側，あなたの内側』

縄文時代の生活に想いを馳せ
ながら，グループごとに「七種
の器」を制作し，それらが集ま
ってできる「大きな歓待の器＝
場」に，他のクラスの人たちを
招いて盛大に歓待しました。素
材と技法，物と事，縄文と歓待，
器の意味の広がりを体験するこ
とができました。

行為の指示や再生の道具として
生まれた記譜（ノーテーション）
を手掛かりに，言葉・イメージ・
環境と身体行為の関係を探り
ました。そこから美術表現を静
視的にではなく動体的に捉え直
し，プライベートな表現とパブリ
ックの “ 未知との出会い ”を生
み出すことを目指しました。

「ルーツ」…わたしの「描く」
はどこからやって来たか？「限
界」…どこまでを「描く」と認
めるのだろうか？「ルーツ」と「限
界」は，歴史と未来と言いかえ
ることができるかもしれません。
これらのキーワードを手掛かりに
「描く」ということを実践的に
探求しました。

言葉とイメージの関係という美
術の根本問題に取り組むため
に，この課題ではいくつかの「昔
話」を読み解き，独自の解釈
や想像を通して，個人またはグ
ループで視覚的なかたちに変
換することを試みました。

わ
た
し
の
外
側
、あ
な
た
の
内
側

7.26fri-29mon
9:00-17:00 ����

�������� �������������������
総合基礎実技���������展�

2 0 1 9 年 度 総 合 基 礎 実 技 展
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「鯖街道」の歴史や鯖の運搬法・調理法につい
て学び，6月には福井県の小浜から京都市の出
町柳までの鯖街道約 80kmを 2 日間で完歩しま
した。実施までの期間，授業の合間には，各
自でトレーニング計画を立て，体力づくりにも取
り組みました。

自らの創造体験を生かし，合同ディスカッションで
検討を重ね，「ものづくり」の楽しみ方を子どもた
ちに伝えるワークショップを企画しました。7月に
は京都市西京区の境谷小学校において，ワークシ
ョップ「ぺったん コロコロ　お弁当セットを作ろ
う！」を実施しました。

2019 年の祇園祭後祭において，約 200 年ぶり
に唐櫃巡行で復活した「鷹山」の復興プロジェ
クトに取り組んでいます。「音頭取り（鉾を先導
する人）」と「車方（車輪を操作する人）」の衣
装と「ちまきののし紙」のデザインを作成し，8
月には鷹山保存会の役員の方々により採用され
るデザインが選定されました。

街道をめぐる
（上英俊，宇野茂男，川嶋渉，田島達也，安井友幸，
永守伸年）

創造・発見・感動！小学生へのメッセージ
（安井友幸，横田学，森野彰人）

祇園祭の鷹山の復興デザイン計画
（吉田雅子，滝口洋子，日下部雅生，川嶋渉）

「街道をめぐる」ゴール地点の鯖街道口にて

テーマ演習は，総合基礎実技と並ぶ，本学独自の教育カリキュラム
です。一定のテーマに沿って，学生と教員が専攻を超えて，実践的
な研究活動を行うことで，芸術に関わる幅広い視野と探究心，そし
てコミュニケーション能力を養います。研究テーマを学生から提案で
きることもこのカリキュラムの魅力の一つです。

美術学部では，学科教育・教養
教育やテーマ演習など全専攻生
を対象とした科目のすべてを「共
通教育」と位置づけています。
新たな芸術を生み出す自由で豊
かな発想力・思考力を育むため
の幅広い教養と深い洞察力を磨
きます。
芸術を創出するのための知的活
力の基盤となるプラットホームと
して，活発な知の交流を目指し
ています。

コミュニケーション能力を養う
独自の教育カリキュラムは 3 回生から

テーマ演習

　共通教育　共通教育

2019 年度 テーマ演習の一例　＊（　 ）内は担当教員

専任教員

准教授

教授

講師

教授　

専門 造形計画

専門 理論言語学ほか

専門 教育人間学ほか

専門 宇宙物理学

専門 美術教育

専門 フランス文学

専門 保健体育

専門 哲学，倫理学
准教授

准教授

准教授

教授

磯部 洋明

三木 博

永守 伸年

井上 明彦

中村 翠

上 英俊

玉井 尚彦

飯田 真人
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など，身体性を伴うさまざまな要素
を，実際の野外での写生を通して学
びます。それらを基に，日本画材を
用いた絵画制作を行います。

研究室 1・2・3（３年次後期・４年次）
3 年次後期より，３つに分けられた
研究室から１つ選択し履修します。研究室の変更は半期ごとに可能で
すが，4年次からは通年で履修することが望ましいです。

「研究室１」
古画（近代以前の日本美術や日本美術に影響を及ぼしてきた異文化
の古典絵画など）の技術や様式を学び取り，自身の創作にいかに還
元できるのかを探りながら作
品・研究を展開していきます。
「研究室２」
主に外界の写生を通して対象を
観察し，現場から身体感覚とし
て得たものを基に本画制作へ
進むというプロセスを軸にした
作品を展開していきます。
「研究室３」
写生から本画に至るまでのさ
まざまなプロセスの可能性を，
チュートリアルなどを通して実践
的に探り，作品を展開していき
ます。

カリキュラム
専攻基礎実技「日本画基礎A・B」（１年次後期・２年次前期）
1 年次前期の総合基礎実技を修了後，すぐに専攻基礎実技が始まりま
す。「日本画基礎 A」・「日本画基礎 B」では，ものの見方や捉え方を
さまざまなアプローチによる写生や古画研究などを通して学び，この
後の日本画材を用いた絵画制作のための基礎を養います。

人体（２年次後期）
「人体」を対象にした課題です。ヌードモデルのさまざまなポーズを，
主に線を用いたデッサンで量感や空間の捉え方などを意識しながら何
枚も行います。それらを基に，日本画材を用いた絵画制作を行います。

地面（３年次前期）
「地面」を対象にした課題です。地面の広がりや抵抗感，温度や湿気

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） 日本画基礎A 日本画基礎B 日本画専攻実技 

（人体）
日本画専攻実技 
（地面）

研究室１～３から１つを選択し，卒業制作を進める。
４年次は通年の履修が望ましい。

日本画専攻は，本学が 1880 年に日本初の公立絵画専門学校として
開設されて以来，日本画の制作指導と，制作理論の研究を行ってき
ました。連綿と続いてきた基礎技術の指導により表現技法を習得し
た上で，現代における日本画表現と技法を学び，また制作理論の基
礎を研究し，日本画を制作していきます。
同時に古画研究を通して，古典絵画における様式研究や技法研究を
行い，原作の評価と鑑賞の方法を学び，日本画制作における評価能
力を養います。
伝統に培われた指導により技術を獲得し，さらに今日的な感覚と知識，
絵を見る目をもち，日本画制作を続けていく力を修得します。

140 年の歴史と伝統
理論，技法，描く力を養う

NIHONGA

日本画専攻

美術科

日本画専攻基礎実技の様子

木岡 史《物思い》2019 山口賞
（制作学年：4 回生）
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教授

日本画教育と研究を再構築
日本画研究室では，教員と学生が「現在の大学
における日本画教育と研究を，今

こんにちてき
日的な視点か

ら見直し，改めて再構築する実践と研究」に取
り組んでいます。
その内容は日本画制作を軸とした研究，カリキュ
ラムの改善，学生のさまざまな進路に生かせる教
育体制の構築，社会資源としての活用など多岐
にわたります。

伝統的かつ柔軟なカリキュラム
この「現在の大学における日本画教育と研究を，
今日的な視点から見直し，改めて再構築する実
践と研究」に基づき，2015 年度より，現在の多
様化する日本画表現に対応すべく，３年次後期よ
り選択できる特色の異なるゼミを３つ開設しまし
た。さらに今後の展開として，これまでの学部４
年間のカリキュラムを見直し，本学日本画専攻の
特徴の一つでもある写生教育を引き継いだ，「見
ること・捉えること」に重きを置く新しいカリキュ

東アジアレベルでの岩彩画の展開
岩彩画（中国での日本画材を用いた絵画の名称）
研究において，中国との国際交流を行ってきまし
た。2019 年度は，中央美術学院・上海美術学
院の教員を招

しょうへい
聘し，中国での岩彩画教育と本学

日本画教育の現状について意見交換をしました。

専攻独自の取り組み

准教授 准教授 准教授

講師 講師 特任准教授

奥村 美佳川嶋 渉 小島 徳朗 正垣 雅子

谷内 春子 三橋 卓 翟 建群

池上真紀　上坂秀明　
小林玉雨　廣岡真彩彦　
森 桃子

日本画専攻では，先人が描いた古典画を模写するこ
とで技法や表現方法を追体験し，大学で保存されて
いる本物の作品を見て勉強します。写生や素材につ
いての学びを通して技術と知識を深め，自身の作品
を制作していきます。日本画の素材は幅広く表現技法
も多様で，自分に合った描き方を選択しながら，さま
ざまな表現の絵を描くことができます。

高校では油画を専攻していましたが，大学では岩絵具
がもつ自然できれいな色彩に魅了され日本画を専攻しま
した。日本画は奥深く，やればやるほど新たな課題が
見つかり制作にやりがいを感じます。
制作室は共同スペースで，後輩や先輩の作品から刺激
を受けたり意見を聞いたり，一つひとつの発見や出会い
が新鮮で，毎日がとても充実しています。

やればやるほど奥深い日本画。制作にやりがいを感じています。

日本画専攻４回生

堀 花圭 さん

大都 遥加《ホシ》 2019 市長賞
（制作学年：4 回生）

専門 日本画

専門 日本画

専門 日本画 専門 日本画 専門 日本画

専門 絵画制作 専門 絵画制作

非常勤講師

ラムをスタートさせます。この，創作の原点と
も言える力を磨き，卒業後の学生のさまざまな
進路の中で，刻々と変化する今日的な課題に
も柔軟に対応できる能力を身につけます。
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カリキュラム

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） 美術科基礎A 美術科基礎B 各自の希望に応じて，3教室のいずれかを選択し履修（半期ごとに選択の変更可）

油画１～３から1つ
を選択し，卒業制
作を進める。

コなどの技法を学びつつ，複合的な絵画表現の研究と制作を行いま
す。油画専攻では，「つくること＝制作」，「みること＝批評」，「お
くこと＝展示」の技法を，実践的に学ぶことができるカリキュラム
に基づいて制作研究を行っています。
次の３つの教室は，段階的に順を追って履修するものではなく，担
当教員の研究内容に応じて編成されており，2 年次後期から 4 年次
までの学年を超えた混合教室となっています。そして，半期単位で
教室を自由に移動することができます。

「油画 1+ 壁画」
手と材料という非常に原始的な手段を頼りに，自分にとっての絵の
あり方を探します。そして，出来た作品へのレスポンスとして次の
作品に取り組みます。そのシンプルな繰り返しの中でテーマを探り，
作品を体系化していきます。

「油画 2」
絵画では，描かれた内容つまり対象とする世界とテーマが重要です。
そのような観点から，絵画における主題性を軸とし，自由で柔軟な
思考と方法で，真摯に作品を展開することを目標とします。多種多
様な視点が芽生える，今日のアート。この教室では新たな絵画の可
能性を問い直していきます。

「油画 3」
平面表現の可能性を拡張し，近代の「絵画」概念を更新する「もう
一つの絵画」を探求します。映像，写真，立体，音響などさまざま
なメディアと交雑するハイブリッドな実験制作を行い，表現の多様
性を開拓します。

1年次前期の総合基礎実技を修了後，1年次後期と2年次前期で美
術科の基礎実技 A・B＊を履修します。油画専攻に進むには，「油画
基礎 A・B」のいずれか，または両方の履修が必須です。
＊美術科の油画基礎以外からの履修も可。その他の基礎実技A・B…日本画
基礎 p.14，彫刻基礎 p18，版画基礎 p.20，構想設計基礎 p.22 参照

油画基礎実技A・B（１年次後期・２年次前期）
“ ワークショップ ”では，さまざまな画材を使った実習を通して基
本となる技術への理解を深めます。“ ドローイング ” では，完成さ
れた絵画作品に至る前の思考／試行を繰り返します。“ ペインティ
ング ” では，個人それぞれの多様な技法に基づく絵画表現を試みま
す。「油画基礎Ｂ」の最後は，制作室を使った展覧会を学生主導で
企画・展示します。

油画 1・2・3（２年次後期・３年次・４年次）
少人数制の各教室での授業を通じ，油彩や水彩，アクリル，フレス

価値の多様化が進む今日，「表現者」の果たす社会的役割はますま
す大きくなると言えます。そのため美術家には，表現に至る明確な動
機と個性豊かな技法とを探求していく自立心が必要です。
油画専攻では，1 年次後期と2 年次前期に全教員による基礎授業を
実施，2年次後期からは個人指導を中心に，各学生に内在する個性
を伸ばしていきます。併せて，絵画の社会的意義を認識させ，充分な
見識と技術を身につけた表現者の育成を目指しています。

表現に至る明確な動機と
個性豊かな絵画技法を探求する

PAINTING

美術科

油画専攻

唐田 綾子《two pieces of equipment about my involved ／隣人たちとやわらかい信仰》
2019 市長賞（制作学年：４回生）
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専攻独自の取り組み

自分の表現をとことん追求できる場所です。

基礎の課程を修了した 2回生の後期から，登録制で
ある3つの教室に分かれて，2～ 4 回生まで混合の
共同制作室での授業が始まります。
他学年と分け隔てのない環境なので，周りからの刺激
が多く，新たな発見や制作におけるヒントをもらうこ
とも多々あると感じています。
また，油画専攻は自分の表現したい，知りたいことを

とことん探究でき，また没頭できる場所でもあります。
科名は「油画」ですが，表現方法は油絵具にとどまらず，
他の画材や素材を用いて表現したいことを模索する学
生もたくさんいます。
そして，絵を描いた “ 結果 ” だけでなくその “過程 ”も
重視されているので，「絵を描く」以上のことを日々学ん
でいると感じています。

教授 教授教授

教授

教授

准教授 特任教授

森口サイモン 渡辺 信明石原 友明

金田 勝一

法貴 信也

伊藤 存 児玉 靖枝

川口奈々子
川田知志
黒宮菜菜
笹岡由梨子
城 愛音

中迫 梨恵 さん
油画専攻４回生

専門 絵画

専門 油画

専門 現代美術

専門 現代美術

専門 絵画

専門 絵画

専門 油画

非常勤講師

ゆうゆうバス再生プロジェクト
京都市西京区の市立上里小学校には，古いバス
の車体に児童たちの夢や願いを描いた「ゆうゆ
うバス」が置かれています。バスの車内は図書
室として利用されており，長年にわたり同校の児
童たちから愛されていましたが，色落ちが進むな
ど傷みが目立つようになったことから，校長先生
からの依頼を受け油画専攻生たちが，児童の皆
さんの夢や願いをバスの車体に描きました。

学長室壁画プロジェクト
油画専攻には西洋古画技法であるフレスコ技法
を学ぶ教室があります。学長室の壁にフレスコ
壁画を制作しようと，教員の指導のもと漆喰で塗
る作業や，下絵を転写し顔料を使って描くプロセ
スを，学生たちが実践的に学びました。今では
京都芸大のシンボルです。完成後は，応接室と
して，学長と学生との対話の場として，音楽学部
の学生による演奏会の場として，開かれた学長
室になっています。

中田有美
西原彩香
増田佳江
本山ゆかり　
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カリキュラム

彫刻基礎実技 A・B（１年次後期・２年次前期）
「彫刻基礎Ａ」では，観察を出発点に鉄や石，自然木，陶土など実
素材を使った制作過程を体験・習得します。「彫刻基礎Ｂ」では，立
体的な表現に関する発想と展開にあたっての着眼点について，また素
材の特性や，制作に必要な加工技術と取扱いの知識を学びます。

彫刻 1・2・3（２年次後期・３年次・４年次）
自由制作とゼミが基本。半期ごとに自由に選択し履修します。

「彫刻 1」彫刻の造形原理を学ぶことにより，その展開と表現ができる
ようになることを目指します。

「彫刻 2」自己と，自己をとりまく現実世界との関係性から制作の糸口
を探り，その展開と表現ができるようになることを目指します。

「彫刻 3」各自の制作研究活動を，自発的に探査し展開する活動とし
て捉え，その方法の多様性を理解し拡張を試みます。

確かな実感をもって捉えた自然界や人間社会のあらゆる事象が，彫
刻表現の源泉です。そして，心動かされる事柄や思考を，物質や図
像など適切なメディアを用いて，現実空間に変換し，表し，記憶にと
どめ，他者と共有しようとすることが，彫刻するということです。
彫刻専攻は，さまざまな事象を独自の視点で捉え，表現へと展開し
構築する方法を探る場であり，人と人，人と社会，人と自然を結びつ
ける芸術本来の役割を担える人材を育てることを目標としています。

1年次前期の総合基礎実技を修了後，1年次後期と2年次前期で美
術科の基礎実技 A・B＊を履修します。彫刻専攻に進むためには，「彫
刻基礎 A・B」のいずれか，または両方の履修が必須です。
＊美術科の彫刻基礎以外からの履修も可。その他の基礎実技A・B…日本画
基礎 p.14，油画基礎 p16，版画基礎 p.20，構想設計基礎 p.22 参照

独自の視点で事象を捉え　
表現へと展開・構築する方法を探る

SCULPTURE

美術科

彫刻専攻

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） 美術科基礎A 美術科基礎B 彫刻１～３の中から１つを選択し履修（半期ごとに選択の変更可）。各個人が教員との対

話を繰り返しながら，研究計画を立て，自由制作を行う。
彫刻１～３から１つ
を選択し，卒業制
作を進める。

池嶋 翼《我思う，故に我あり》2019 奨励賞
（制作学年：４回生）

彫刻基礎実技で制作された学生作品

塑像の様子
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多様な素材を扱えるので，いろんな試みが可能です。

2回生前期までの基礎の授業では，さまざまな素材
に直に触れ，加工する技術や機械の扱いについて学
ぶことができました。
彫刻科の魅力は，多様な素材を充実した設備で加工
できる環境が整っていること，そして学生のやりたい
ことに柔軟に対応してくれる先生方が大勢いらっしゃ
ることです。

いろいろな実験的な試みができる，またそれを真摯な
サポートで支えてもらえるということが，充実した制作活
動につながっていると感じています。
どんな素材で何を作るか，どんな形を空間に出現させ
るかは自由です。思う存分自由に何かを作ってみたい，
という人は，ぜひ！京都市立芸大の彫刻専攻へ！お待ち
しています。

専攻独自の取り組み

教授 教授教授 准教授松井 紫朗 中原 浩大小山田 徹 金氏 徹平

大塚朝子　笠間弥路　黒川 岳　塚原悠也　村上美樹

吉田 匠吾 さん
彫刻専攻４回生

モデリングの授業
生きた動物や裸婦，時には生後１歳くらいの赤
ちゃんをモデルに塑造します。

共有空間の獲得
「場を自ら獲得することは，関係を作り出すこと
でもある」との考えのもと，さまざまな共有空
間の創出を学生と共に行っています。
（写真：Weekend cafe）

登り窯実習
粘土は心に思い描いた形をすばやく目の前に実
現することのできる素材のひとつです。これに焼
成のプロセスを加えることで，より安定した媒体
となり，古来さまざまな民族に用いられてきまし

彫刻，映像，パフォーマンスに関する
ワークショップ
「パフォーマンスとメディア・アートのラディカリ
ズム̶ジョーン・ジョナスとその変遷あるいは継
承̶」ロームシアター京都で行われた第 34 回京
都賞記念ワークショップ（主催：稲盛財団）。アー
ティストユニットのコンタクトゴンゾとともに彫刻
専攻と他専攻の学生が参加しました。
（提供：稲盛財団／写真：井上嘉和）

た。彫刻ではこの技法について，登り窯実習と
して数年に一度，実体験できる機会を設けてい
ます。

非常勤講師

澤みり天外《どこかになってゆく》2019 同窓会賞
（制作学年：４回生）

専門 彫刻 専門 彫刻 専門 彫刻 専門 彫刻
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1年次前期の総合基礎実技を修了後，1年次後期と2年次前期で美
術科の基礎実技 A・B＊を履修します。版画専攻に進むためには，「版
画基礎 A・B」のいずれか，または両方の履修が必須です。
＊美術科の版画基礎以外からの履修も可。その他の基礎実技 A・B…日本
画基礎 p.14，油画基礎 p.16，彫刻基礎 p18，構想設計基礎 p.22 参照

版画基礎 A・B（１年次後期・２年次前期）
ドローイング，イメージ構成などにより作品制作の基礎造形力を養い
ます。「版画基礎Ａ」では，技術習得を基盤としたシルクスクリーン
基礎，木版画基礎を，「版画基礎Ｂ」では，銅版画基礎，リトグラフ
基礎を開講。また，版画の現状を紹介し論ずる「版画論」，アナログ・
モノクロ写真とデジタル画像処理の基礎「映像」も，並行して学びます。

版画基本 4版種（２年次後期・３年次・４年次）
凹版（銅版画など），凸版（木版画など），平版（リトグラフなど），孔
版（シルクスクリーンなど）の中から一つのメジャーワークショップ（工
房）を選択します。工房同士は緩やかに結びついているため，例え
ば写真製版工房は全版種共通で利用でき，工房ごとのスキルアップと
版種を越えた指導が混在しています。

授業・技法演習ほか
授業では，適宜開かれる合同合評会に出品し，技術と知見を向上さ
せます。技法演習では，作品に応じた個別指導，グループによる演
習などでステップアップを目指します。また，世界的に活躍する作家，
専門職の技術者を招いた特別講義も行います。

人は，世界中にはり巡らされたネットワークを通じて，自由に情報を
交換できるようになりました。その源流として，印刷技術の出現が人々
の生活を根本的に変えてしまったという歴史があります。では，現代
において，印刷された美術，版画はどのような役割を果たすべきなの
でしょうか。京都芸大の版画専攻では，版を単に複製のために使うの
ではなく，版を使うことによって生まれる表現の独自性に着目していま
す。絵筆などで直接表現するよりも，何かを仲介させる「間接表現」
に新たな可能性があると考え，「版」の多様性と複数制作できる特質
を最大限に活用した現代の版画表現を追求するとともに，情報伝達メ
ディアから表現メディアとなった「版画」を重層的にとらえ，あらゆる
可能性を追求していこ
うというのが版画専攻
の今の姿です。版画
の思考で現代を切り拓
き，時代を超えた新た
な創造活動に挑戦す
る人材の育成を目指し
ています。

浮世絵から 3D プリンターまで
伝統文化と最先端技術が交錯

PRINTMAKING

美術科

版画専攻

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） 美術科基礎A 美術科基礎B

版画基本 4版種より一つの工房を選択するが，他の工房での制
作も可能。合同品評会に出品するほか，個別指導やグループ演
習でステップアップを目指す。特別講義も行われる。

これまでのカリキュラムに加え，文書講読
を主としたゼミも共同でのポートフォリオ制
作や，卒業制作を目標とする。

池田 聡子《The still life Ⅲ》2019 市長賞
（制作学年：4 回生）
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じっくり自分の作品と向き合うことができます。

版画というメディアの魅力は，元のアイデアを少しずつ
変化させながら，じっくり作品と向き合うことができる
ところです。
版画の制作過程では，紙に描いて構想を固めたり，
色ごとに分けて版を作ったり，またインクを調整しな
がら刷ったりといった工程を経て，作品が完成します。
この数ある工程を共にした “版 ” だからこそ，出来上

がった作品は「版画は複製技術である」とはいえ，1 枚
1 枚に愛着が湧きます。その作品との距離感も版画制
作の魅力であるように感じています。
これからも，他の学生や先生との会話，まだ取り入れ
たことのないメディア・技法など，人や物からさまざま
な刺激を受けながら，一つひとつの作品と向き合ってい
きたいです。

教授 准教授 准教授田中 栄子 吉岡 俊直大西 伸明

伊藤学美　上田優奈　桐月沙樹　佐藤雄飛　清水 穣　髙橋耕平　
茶之木絵理　藤田紗衣　松井亜希子　松元 悠　山田真実

版画専攻４回生

谷口 優花 さん

全国大学版画展には本学から毎年１０名前後の
学生が出品しており，３００点近くある力作の中
から与えられる優秀賞や買い上げ保存賞・観客
賞など，本学の学生は毎年受賞を続け，優秀な
成績を収めています。

30 年以上続いている，卒業・修了生による版画
集制作。作品を複数制作することができる特徴
を生かして，制作された版画集は貴重な資料と
して研究室や図書室などに保管され続けており，
各自が１部ずつ受け取り卒業・修了していきます。

版画専攻３回生を対象とした企画の発案，実践
の授業。例年，担当教員の指導のもと，学生が
主体となり展覧会の企画などを行なっています。
2019年度は学生一人ひとりがZINE もしくはアー
ティストブックを制作し，それを通して他者との
交流を行いながら，自身の興味をどのようにシェ
アするか，どのように販売するのかを考えました。
最終の成果発表として，学内で ZINE の展示と
販売を行いました。

全国大学版画展 版画集制作授業 ３回生企画授業「SURISURI BOOKS」

高木柚衣 《紅葉》2019 奨励賞
（制作学年：４回生）

非常勤講師

専門 石版画，リトグラフ 専門 銅版画，オブジェ 専門 シルクスクリーン
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1 年次前期の総合基礎実技を修了後，1年次後期と2年次前期で美
術科の基礎実技 A・B＊を履修。構想設計専攻に進むためには，「構
想設計基礎 A・B」のいずれかを履修していることが望ましいですが，
履修していなくても専攻に進むことができます。
＊美術科の構想設計基礎以外からの履修も可。その他の基礎実技A・B…日
本画基礎 p.14，油画基礎 p.16，彫刻基礎 p18，版画基礎 p.20 参照

構想設計基礎Ａ・Ｂ（１年次後期・２年次前期）
従来の専門メディア・技法習得型の教育ではなく，「イメージ・身体・
言語」，「人間・時間・空間」，「システムとプロセス」といった基礎概
念の検証をもとに，柔軟な発想と独自の表現方法を身につけることを
目指します。技術面ではフィルムでの撮影と現像，デジタルフォトグラ
フィー，映像・映画，サウンド，プログラミング，インスタレーション，
工作機械などの基礎を取得します。

構想・メディア・映像（２年次後期・３年次・４年次）
２年次後期から3つのゼミが開かれ，ゼミは相互に関係して多面的に
学びます。写真，ビデオ，CG，アニメーション，プログラミング，イン
スタレーション，工作機械などの技術演習と，セミナー，ワークショッ
プ，理論演習や学外の研究機関・地域と連携した研究・フィールドワー
クなど，総合的な構成力と表現技術を養います。
「構想」芸術を媒介に多様な領域を関係づけ，新たな概念，空間，状況
を構築
「映像」集団やコミュニケーションの視点から身体・映像・映画などさま
ざまなメディアを活用した演出
「メディア」映像や写真を含む情報メディア並びにプログラミング，記録と
歴史・記憶

構想設計専攻では，プラネタリー（地球的・世界的）な視座から，
人と自然，人と情報，人と社会の相互作用に関わる制作や研究を行
います。
芸術作品の表現やそれを支えてきた歴史を自明のものとせず，絵画，
彫刻，工芸，デザインなど特定のジャンルから抜け落ちる異物やノイ
ズを多様な方法ですくい上げ，芸術を媒介にした “多元的な生のあり
方に繋がる術 ”を身につけることを目指します。
本専攻の卒業生の多くは，大学院進学および海外の大学院（英国王
立美術大学，クンスト・アカデミー，エコール・デ・ボザール，イェー
ル大学，コロンビア大学など）への留学，大学教員・研究員などのほか，
ゲーム開発・広告業界・テレビ局・イベント企画・店舗設計，さらに
はファッションデザイン・映画制作・アニメーションなど，多岐にわた
る分野で活躍しています。

構想を設計する，という
京都芸大独自のカリキュラム

CONCEPT AND MEDIA PLANNING

美術科

構想設計専攻

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） 美術科基礎A 美術科基礎B

基礎 A・Bでの経験を継続的に発展させると共に，映像・インス
タレーション・言語・パフォーマンス・インターアクティブメディア・
サウンドなど，個々の学生の発想・興味・資質に応じた自由な表
現方法を，学生が主体となって実験的に作り上げる。

表現を他者との文脈に関連させる批評性
を身につけることを目指し，1年間の個人
プロジェクト演習を行う。

岡留 優 《アウトドア》2019 奨励賞
（制作学年：２回生）
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正解のない問題に対して挑んでいく愉しさを感じています。

構想設計の魅力をひと言で表すと“フリーダム”です。
課題を与えられるわけではなく，自らテーマや課題を
見つけ，それを基に作品を制作します。特定の技法
を学ぶわけではなく，表現媒体に捉われることもな
いため，作品の構想を実現させるために最も適した
表現手段は何かを相談しながら，自分にしかできない
表現方法を身につけるための指導を受けます。

合評会ではバリエーションに富んだ作品が並び，互い
に意見交換をしながら新しい刺激を受けることができま
す。大学院生・留学生も同じ部屋で制作するため，別
の視点からの意見を聞くこともできます。
０からの制作は簡単なことではありませんが，計画性や
自己管理力が自ずと身につき，何より正解のない問題に
対して挑んでいく愉しさを感じています。

専攻独自の取り組み

教授 教授高橋 悟 人長 果月石橋 義正

粟津一郎　熊野陽平　倉智敬子　小西小多郎　小松千倫　笹岡由梨子　
吹田哲二郎　杉山雅之　南條沙歩　二瓶 晃　福永一夫　山本麻紀子

構想設計専攻では，京都大学医学部との連携教
育・研究や，老人グループホーム，都市計画ＮＰ
Ｏとの連携による地域連携プロジェクトなど，さ
まざまな活動を通して，大学が社会に開かれる可
能性を探究しています。

ギャラリー＠ＫＣＵＡ（アクア）の主催で行なった
「禅」をテーマにした演劇，ダンス，音楽の複
合型のパフォーマンスを京都芸術センターで公演
しました。パフォーマー・制作者・美術スタッフ
として，多くの学生が参加しました。

地域連携プロジェクト 舞台ゼロゾーンの公演

大阪電気通信大学の映像チームと共同で短編映
像を企画・撮影・編集しました。 技術と感性の
部分でお互いに影響を与えあえるようなワーク
ショップを約３カ月間行いました。

大阪電気通信大学との
共同撮影ワークショップ

菊地 陽菜 さん
構想設計専攻４回生

非常勤講師

専門 構想 専門 映像 専門 メディア

甲斐 郁斗 《サバンナ準備室》2019 奨励賞
（制作学年：３回生）

橋本 千裕 《ｽﾒる》2019 市長賞
（制作学年：４回生）

合評の様子

特任准教授
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カリキュラム

VISUAL DESIGN

ビジュアル・
デザイン専攻

構想力，表現力，プレゼン力
すべてを併せ持つデザイナーに

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） デザイン基礎１ デザイン基礎２A デザイン基礎２B ビジュアル・デザイン1 ビジュアル・デザイン2

ビジュアル・デザイン専攻は，グラフィック，広告，ゲーム，テキスタイル，
ファッションなど多様なメディアを対象としています。本専攻では平面
表現を基本に造形力を養いますが，パッケージやディスプレイといっ
た立体，あるいは写真や映像など，表現する領域は多岐にわたります。
高度な表現力を醸成することに加え，人間社会の諸相を考察した高
いレベルの構想力と，適切な手法による効果的なプレゼンテーション
力を併せ持つデザイナーの育成を目指しています。

１年次後期̶２年次後期のデザイン基礎で３専攻（ビジュアル，環境，
プロダクト）の基礎を学び，３年次から各専攻に分かれます。

デザイン基礎 1（1年次後期）
デザイン基礎（総合的なデザイン基礎課題，各専攻の基礎等）を，１
週間から３週間の期間で取り組む課題を行い，デザインするために必
要な表現方法や，基礎的な技術を身につけます。

デザイン基礎 2A（2年次前期）・2B（2年次後期）

ビジュアル・デザイン専攻が独自に管理・運営しているウェブサ
イトや SNSにて最新情報を発信しています。ぜひご覧ください。

ビジュアル・デザイン専攻公式サイト・SNS

ウェブサイト Facebook Twitter

ビジュアル・デザイン1・２（3・4 年次）
デザイン基礎の課程で培ったデッサン力と色彩構成力を基盤に，紙や
布などの素材が持つ「質感」を伴った表現力を身につけることを目標
として構成されています。授業は学生個々に対する緻密な個人指導と
なっています。専任の教員に加え，デザインの最前線で活躍している
デザイナー，ライター，アーティスト，研究者などの多彩な講師陣が
指導にあたることで，学生が最先端のデザインについて実感できる授
業となっています。個人制作に加え，インクルーシブ・デザインやソー
シャル・デザインをテーマにしたグループ制作も行います。これらの
授業ではPBL(Problem based leaning) の手法を取り入れ，問題の
発見~構想~解決というプロセスについて学びます。

素材そのものの体験から自己の表現を見つ
けることを重視し，デザイン全般に通じる木
工，写真，ペーパーワーク，空間造形，シ
ルクスクリーンなどさまざまな表現技法を学
びます。また，イラストレーションや，タイポ
グラフィー，ファッション，パッケージデザイ
ンなどの複合した課題にも取り組み，技法と
表現の幅を広げ，発想力を養います。



ビジュアル・デザイン専攻４回生
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専攻独自の取り組み

教授 教授教授 教授楠田 雅史滝口 洋子 舟越 一郎辰己 明久

卒業後の進路

ビジュアル・デザイン専攻の進路指導は，学生
個々に対し教員が緻密に行います。進路指導の
方針としては，将来フリーランスになる希望をも
つ学生に対しても社会人としての視野を広げるた
め，就職・進学することを推奨しています。本専
攻の卒業生の就職・進学率は 10 年以上にわた
り，ほぼ 100％となっています。

実際に自分の手を動かして描く・作ることを大切に
した授業が行われています。そこからテキスタイル
やパッケージ，空間など，平面的な表現だけではな
く多岐にわたる視覚デザインに展開していきます。そ
の実践のなかで一人ひとりが自分の興味や良さを見
つけていきます。自分がデザインでしたいことは何な
のか，どんなことが出来るのか，その考えと答えの

きっかけがたくさん与えてもらえる場所です。
先生は，実際にデザインの現場に携わっておられる方々
なで，聞きたい分野のデザインに関して，的確に専門
的なアドバイスがいただけるのも魅力です。
課題にきちんと向き合うことで，人や社会について考
える力や，自分で実際に作る力が身についたと感じて
います。

手を動かすことを大切に，実践的なデザインを体験できます。

吉見 茉音 さん

今西啓介　大石起聖　岡野邦彦　黄瀬 剛　楠 麻耶　桑田知明　坂野 徹　辻中達也　
中坊壮介　中村真紀　藤脇慎吾　宮本祐輔　安井悦子　山崎泰寛

科学と芸術が共存した世界を可視化する試みと
して，2018 年度，公益財団法人 DNP 文化振
興財団との共催で「グラフィックで科学を学ぼう 
進化のものがたり」展を開催しました。この展
覧会では，生物の進化の専門書を読み解き，そ
の内容を子どもたちに伝えるためのデザインを行
い，さらに，ゲーム，映像，絵本など多岐にわ
たる作品を空間デザインに展開しました。

ビジュアルコミュニケーションデザイン 
平面ｰ立体ｰ空間への展開

高齢化社会が進む現代において，デザインがす
べきことは何か？
デイサービス施設との連携授業では，施設を利
用されている介護が必要な方々や，施設運営を
行なっているNPOの皆さんと共に考え，検討し，
デザインを創りあげます。 実践型の授業を通し
て，より快適で豊かな生活とは何であるかを学
びます。

デイサービス施設との連携授業 就職・進学率は 10 年以上ほぼ 100％

専門 ビジュアルコミュニ
ケーションデザイン

専門 ファッションデザイン，
テキスタイルデザイン

専門 デザイン 専門 グラフィックデザイン

非常勤講師

伊井 琴美《かたちかな》2019  市長賞
（制作学年：４回生）

橋爪 里佳《創字》2018 中井賞
（制作学年：４回生）

「グラフィックで科学を学ぼう 進化のものがたり」
展示風景（dddギャラリー）
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１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） デザイン基礎１ デザイン基礎２A デザイン基礎２B 環境デザイン１ 環境デザイン２

１年次後期̶２年次後期のデザイン基礎で３専攻（ビジュアル，環境，
プロダクト）の基礎を学び，３年次から各専攻に分かれます。

デザイン基礎 1（1年次後期）
デザイン基礎（総合的なデザイン基礎課題，各専攻の基礎等）を，１
週間から３週間の期間で取り組む課題を行い，デザインするために必
要な表現方法や，基礎的な技術を身につけます。

デザイン基礎 2A（2年次前期）・2B（2年次後期）
環境デザインを選択した学生は，インテリアや住宅などの小規模な建
築，庭園のデザインを通して環境デザインの基礎を学びます。模型制
作や 2D・3DCADでの製図の基礎を身につけます。

環境デザイン１（3 年次）
自然，都市，庭園，道路，建築，内装，家具，備品など，デザインを
形成する部分と全体の関係について，実際に現場を訪れたり，建材

環境デザイン専攻では，世界的な観点から見て高い価値のある京都と
いう古都を観察し，その豊かな環境デザインの資源から学び，それを
現代の制作に活用する可能性について考えます。京都の庭園，伝統
建築，歴史的な街並みに直接触れることにより，学生は長期的，大
局的な視点からものを判断し制作する方法を発見するようになります。
卒業直後だけではなく，一生にわたり日本の今後の環境と生活の意
匠を豊かにする方法を自主的に探り，積極的に提案できることを目指
します。

古都のデザイン資源から学び
環境を豊かにする方法を提案

ENVIRONMENTAL DESIGN

環境デザイン専攻

竹中 千瑠莉《父がひとりで建てる小屋》2019  市長賞
（制作学年：４回生）

デザイン基礎の合評の様子

や仕上材などの質感や色合いに触れながら学びます。与えられた環境
に対するデザインの提案を目標に，歴史的な背景などを調べ，求め
られている改善策や，永く存続する環境の構築に貢献できるデザイン
の作り方を探っていきます。

環境デザイン２（4 年次）
人のあり方や動き方を決める環境のつくり方を学ぶ過程で，多くの人
が長い時をかけてつくってきた環境を対等に見据え，幅広い問題意
識をもって，より大きな文脈の中で蓄積されてきた叡智に触れられる
ようにします。
制作課題を通して，新しいデザインが古い意匠と共に経年変化に耐え
て末永く残るためにどのような方法があるのか，またデザインの評価
と価値の創出はどのような関係にあるのかなどについて考察し，人間
社会の継続にとって意味のある環境をつくる力を身につけます。
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教授 教授

京都駅ビル開発株式会社からの依頼を受け，京
都駅東広場を憩いの場として有効に活用できるよ
う，デザイン基礎の授業において，現地見学会，
グループワークなどを行い，グループごとに「憩
いの場」のプレゼンテーションを行いました。

京都市立祥栄小学校からの依頼を受け，緑の空
間「祥栄の森」の活用方法を提案しました。学
生が「祥栄の森」を視察し，議論を重ねたのち，
6つのグループに分かれて案を作成し，小学 5
年生に各グループからプレゼンテーションを行い
ました。学生にとっては，周辺環境を読み取りそ
の場にふさわしい空間を提案するだけでなく，小
学生たちが利用できるような内容を検討するな
ど，非常に有意義な取り組みとなりました。

京都駅東広場の「憩いの場」の提案 祥栄小学校の「祥栄の森再生プロジェクト」
京都市内で外国人向け宿泊施設を企画，計画，
運営する株式会社グローバルネットワークから提
案を受け，学生たちは，同社が建設中の宿泊施
設を研究対象として，その内外装，屋上，外構
のデザイン制作を課題として行いました。同社に
よる将来の計画に寄与する可能性もあり，学生
たちにとって貴重な経験になりました。

京都市内の宿泊施設のデザイン制作

環境デザイン専攻では，自分の身の回りの環境から
都市全体に関することまで幅広く学びながら，設計な
どの課題に取り組んだり，京都の街並みや庭園を見
学したりします。
実体験を含む幅広い学習と，その際に先生方からい
ただくアドバイスによって，多角的な視点を得ること
ができます。
私は自分の作品が，他者や社会とどのように関われ

るのかを考えることが多いので，それらの知識や体験は
大いに役立っています。
また，この専攻のもう一つの特徴は，学部生も大学院
生も一緒に学ぶということです。
先輩や後輩，異なる学年の人の意見を聞くことは刺激に
もなり，自分が知らない多くのことを学ぶことができま
す。また，新たな視点を得ることができる貴重な機会に
なっています。

社会との関わりを考える，多角的な視点を得ることができます。

西 鞠乃 さん

修士課程 デザイン専攻
環境デザイン 2回生

准教授坂東 幸輔藤本 英子堀口 豊太
専門 環境デザイン 専門 デザイン，景観 専門 建築

非常勤講師

中井 由梨《どこからきたの どこへゆくの》2019 同窓会賞
（制作学年：４回生）

宿泊施設のデザインのプレゼンテーション

京都駅東広場のための模型 小学 5 年生へのプレゼンテーション

京都駅東広場のプレゼンテーション後，京都駅ビル開発株式会社の皆さんと

　　　　　　　家入 杏　今村悦美　康 未来　久保貴史　黒木裕行　鴻野 祐　
近藤陽子　須磨一清　髙木良枝　寺岡波瑠　土井 亘　中根行宏　山本紀代彦
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１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） デザイン基礎１ デザイン基礎２A デザイン基礎２B プロダクト・デザイン１ プロダクト・デザイン２

プロダクトデザインとは，自動車や家具，おもちゃ，文房具など，あ
りとあらゆる身の回りのモノから，アプリやタッチパネルの操作感，
Web上でのチケット予約の仕組み等に至るまで幅広い分野に形やサ
ービスを提供していく活動です。今後も社会の複雑化に伴って，その
扱うテーマは変化していくでしょう。
デザインという分野は時代と密接に関係しており，社会の要求を敏感
に受けとめ最善な選択をしていく必要があります。プロダクト・デザイ
ン専攻では，既成概念にとらわれない自由なアイデアを生み出すため
に，社会や人間の本質を探求すること，自らの手を動かしモノ作り（素
材や加工法など）を体感することを重視しています。そのような “デ
ザインの学び ”を通して適切な人とモノと社会の関係を包括的に見つ
め直し，多様な表現と提案のできる発想力豊かな人材の育成を目指し
ています。

ひと・モノ・社会の関係を考え
手を動かし，デザインする

PRODUCT DESIGN

プロダクト・
デザイン専攻

１年次後期̶２年次後期のデザイン基礎で３専攻（ビジュアル，環境，
プロダクト）の基礎を学び，３年次から各専攻に分かれます。

デザイン基礎 1（1年次後期）
デザイン基礎（総合的なデザイン基礎課題，各専攻の基礎等）を１
週間から３週間の期間で取り組む課題を行い，デザインするために必
要な表現方法や，基礎的な技術を身につけます。

デザイン基礎 2A（2年次前期）・2B（2年次後期）・
プロダクト・デザイン１（３年次）
プロダクト・デザインを選択した学生は，文房具，食器など身の回り

の物や家電や自動車などの工業製品をテーマに，デザインの手法や
プレゼンテーション方法，モノの仕組みや構造，素材や加工法の理
解及び製作プロセス，新しい技術を用いた表現方法，また日常生活
からの気づき（発想力育成），人とモノと社会の関係性の理解などを
学びます。各方面から講師を迎え，デザイナーとして活動する為の必
要なスキルはもとより，広くモノ作りやその周りの活動に携わる者とし
て社会に通用する技術を身につけます。

プロダクト・デザイン２（4 年次）
自ら課題を設定し，それを元に制作を行います。また並行して，社会
とプロダクト・デザインの関わりの中からテーマを設定し論文としてま
とめます。後期には論文との関連性を含めた卒業制作に取り組みます。
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さまざまな角度から客観的な視点で制作に取り組みます。

素材と加工技術，デザインのプロセス，造形と構造
の調和などを学び，自分自身のモノ作りと向き合いま
す。自分がデザインしたモノを，使う人はどんなシー
ンでどのように使うのか，使うことでどんな体験をし
てほしいのかなどをイメージしてカタチに落とし込ん
でいきます。最初のアイデアをそのままカタチにして
完成，ではなく，試作・検証を重ね細部まで詰めて

いき，より良いカタチでアウトプットします。その過程で
はいろいろな気づきがあり，時間もかかりますが，それ
こそがデザインの醍醐味です。
同期や先輩後輩，先生方とたくさん話をして，自分の
考えに留まらず客観的な視点をもって制作していきます。
この専攻は将来，社会でどうモノ作りをしていくかの基
盤を作る段階だと私は捉えています。

安藤隆一郎　小粥千寿　金原佑樹　小池 清　吉田朝麻　吉田幸代

岩澤 瞭 さん
プロダクト・デザイン専攻４回生

卒業後の進路

授業での成果を発表する場として，オープンキ
ャンパスで来場者に体験してもらう「スプーン作
り」ワークショップを実施し，さらに芸大祭で模
擬店を企画し，充実した内容で多くの人に体験
してもらいました。
この授業は３回生の課題として，「人と空間の関
係性をデザインする」というグループ制作により，
提案するだけのデザインではなく，実際に人が

卒業後は，主に製造業を中心とした企業やデザ
イン関連会社に就職します。 その他，教職，研
究職，大学院進学，海外留学などプロダクト・
デザイン専攻で得た学びを生かして，さまざまな
分野で活躍しています。

コミュニケーションとモノ作り体験をデザイ
ンする，実践的アプローチ

教授 准教授髙井 節子 谷川 嘉浩牛田 裕也

集まる機会を使い，実践的なアプローチからデ
ザインの可能性や価値を見出すことを狙いとして
います。
まずは具体的にアイデアを出し合い，全員でブ
レーンストーミングを行います。そのアイデアか
ら最終の内容をまとめ，ワークショップに必要な
ものや模擬店の空間などをデザインします。スプ
ーン作りのワークショップでは，用意した木の板
を熱で加工し整形し，ヤスリをかけて仕上げま
す。地域の子どもたちから卒業生まで幅広い年
代の方々が楽しんで参加する企画となりました。

専門 環境デザイン 専門 機械工学 専門 哲学・教育学

非常勤講師

土屋 さおり《結ふ》2019 中井賞
（制作学年：４回生）

杉山佳代《Teidan》2019
（制作学年 : 4 回生）

３回生によるノートづくりのワークショップ３（2019） 大木槌ボール大会（デザイン基礎１）

特任講師
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１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） 工芸基礎 陶磁器基礎A 陶磁器基礎B 陶磁器１ 陶磁器２ 陶磁器３

工芸基礎（１年次後期）
１年次後期は，３専攻（陶磁器・漆工・染織）の基礎を学び，２年次
から各専攻に分かれます。陶磁器，漆工，染織の各専攻課程へ進む
ために必要となる素材と技術の基礎を修得し，各専攻の専門課程の
内容を知り，選択の指針とします。（それぞれ４週間程度）

陶磁器：成形から本焼成までの作陶の基本的工程をひと通り体験。
漆工：木を削り合成漆を塗装し，装飾を加えるという基本的な
　　　漆工芸のプロセスを体験。
染織：「染」を基礎学習のテーマとし，観察からのイメージの発想，
　　　展開，そして表現へと発展させる染織美術の基本を体験。

陶磁器基礎 A・B（２年次）
2 年次の前̶後期，成形技術として「ろくろ」「タタラ」「手びねり」

縄文時代から現代まで，「やきもの」は常に人の暮らしや地域・社会・
芸術と関わって発展してきました。
陶磁器専攻では，「やきもの」の素材の理解と技術の習得をもとに，
制作と研究を行います。作品制作を行う中で，機能と量産の考察，
伝統技法からの展開，自由な思考による新しい表現など，さまざまな
角度から陶磁表現の可能性を探り，陶磁器の本質を探求していきます。
陶芸の分野における確かな技術を習得し，専門的知識を生かした創
作活動を行うことのみならず，社会において芸術のもつ可能性を認識
し，専門的知識を活用できる人材を育成します。

陶磁表現の可能性を探り
「やきもの」の本質を探求

CERAMICS

工芸科

陶磁器専攻

の習得，装飾技術として「呉
ご す
須」「鉄絵」「化粧」などの基礎的加飾

方法と，「釉薬実習」で釉薬と焼成の基礎的知識を習得します。

陶磁器１・２（３年次）
技術，素材などの制作プロセスから要素を発展させ表現へと導く期間
です。「生活とやきもの」「表現とやきもの」「社会とやきもの」の 3コー
スに分かれ，それぞれの課題に取り組みます。研究テーマ・制作予
定期間など具体的な研究届を提出し，教員と適宜ディスカッションを
経て，セメスター（学期）終了時には合評を行います。
前期は各コース共に，磁器の技術として，石膏型による成形と，ろく
ろ成形を学びます。後期はそれぞれのコース課題に取り組み，陶磁表
現を，思考的な角度からの考察・歴史的観点からの考察・伝統技法
からの展開など，制作を通じて陶磁表現の可能性を探ります。

陶磁器３（４年次）
“創造”と“表現”への展開の期間です。これまで習得してきた“素材”
と“ 技術 ”を生かし，自主テーマによる制作を通して，新しい「やきもの」
の世界を開拓。各自の陶磁表現を目指します。後期は各自の制作を
深め，卒業制作に取り組みます。

「集中講義」や「研修旅行」
非常勤講師による集中講義など，実践的な技術や表現を学び，現場
の話を聞く機会を設けています。研修旅行では陶産地に足を運び，
窯業関係工場，美術館等を見学したり，登り窯実習など薪窯での焼
成体験を通して，陶磁器全般に対する知識と理解を深めます。

藤木 美里《Lion Compotelier》2019  富本賞
（制作学年：３回生）
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窯から自分の作品が出てきた時の喜びは格別です！

陶磁器専攻は，轆
ろく ろ
轤，板作り，手びねり，磁器轆轤，

鋳込みなどの基礎的な技術を3 回生の前期までにタ
イトなスケジュールで学んでいきます。
自分の作品を，自分の力や技術のみでなく，最後は
窯に委ねて窯の力を借りて完成させるというプロセス
はとても魅力的です。また大きな作品は誰かの力を
借りて運んだり，窯も学年を問わず数人で焚くなど，

他学年や先生との距離も近く，いろんな人と仲良くなれ
るアットホームな雰囲気です。
どうにもならない失敗や，思い通りに行かずもどかしい
時もありますが，それよりも窯から作品が出てきた時に，
自分の想像を超えた姿やまた期待通りになって出てき
た時の喜びは格別です。また次も頑張って作ろう！作っ
ていきたい！と思えます。

日本・韓国・中国・台湾の美術大学による国際
交流展を開催。毎年，陶磁器専攻の教員並び
に大学院生，卒業生が自主的に参加しています。
2018 年度は，47 校約 300 人の多彩な作品が展
示されました。また，展示だけでなく，各国の陶
芸事情などをテーマとした講演会，出品者による
国際講評会も行われました。

陶磁器専攻では，2017 年度から京都府宇治市
にある「京式登り窯」の体験実習を行っています。
2018 年度は，京都市産業技術研究所との合同
実習で，京焼炭山協同組合が所有する登り窯を，
組合の先生方のご指導により体験。薪割りから
窯詰め，焼成，窯出しまでの実技訓練を通して，
京都の伝統的な焼成を学びました。

陶磁器専攻３回生

橋本 きおな さん

教授 教授教授 准教授長谷川 直人 森野 彰人重松 あゆみ 若杉 聖子 上田 順平

市野 ちさと　
井上 路久　
潮 桂子　
黒宮 菜菜　
高柳 むつみ　
山本 真実江

アジア現代陶芸交流展への参加「京式登り窯」の共同利用による体験実習
（産学公連携）

専門 陶磁器 専門 現代陶芸専門 陶造形 専門 やきもの専門 近現代陶芸

非常勤講師

木村 歩《融けあうルール》2019  市長賞
（制作学年：４回生）

特任講師



教育目的

32

カリキュラム

漆工専攻の 4つの分野
木工：木材を用いた制作です。主に木彫・家具・食器など
　　   を作ります。
髹
きゅうしつ
漆：漆の塗りを主体とした制作です。呂色・塗り立て・  　　 

　　   変わり塗りなどの技法があります。
乾漆（複合）：麻布と漆で素地を作る乾漆技法の他に，
　　   さまざまな素材を使った複合的な制作をします。
加飾：漆の塗面に装飾を施します。蒔絵・螺鈿・漆絵など
　　   の技法があります。

漆工はウルシノキから採取された樹液を精製し，塗料や接着剤として
用いる，東アジアを中心に発展した，日本を代表する伝統工芸です。
本学漆工専攻は，木工・髹

きゅうしつ

漆・乾漆（複合）・加飾の 4つの分野を
基本に置き，一貫制作により自由で創造的な漆工表現を学びます。各
自が現代に適応した新たな造形表現の可能性を探求するとともに，工
芸では必要不可欠な機能性や用の美を追求します。必要な技術と計
画性を身につけて，漆工表現の本質的意味を考えられる，次代を担う
人材の育成を目指しています。
卒業後は，漆工分野だけでなく，デザイン・建築・現代美術の分野
で活躍する人や，教員として後進の指導にあたる卒業生も多くいます。

漆の美を追求し
自由で創造的な漆工表現を学ぶ

URUSHI LACQUERING

工芸科

漆工専攻

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） 工芸基礎 漆工基礎A 漆工基礎B 漆工 1・２

工芸基礎（１年次後期）
１年次後期は，３専攻（陶磁器・漆工・染織）の基礎を学び，２年次
から各専攻に分かれます。陶磁器，漆工，染織の各専攻課程へ進む
ために必要となる素材と技術の基礎を修得し，各専攻の専門課程の
内容を知り，選択の指針とします。（それぞれ４週間程度）

陶磁器：成形から本焼成までの作陶の基本的工程をひと通り体験。
漆工：木を削り合成漆を塗装し，装飾を加えるという基本的な
　　　漆工芸のプロセスを体験。
染織：「染」を基礎学習のテーマとし，観察からのイメージの発想，
　　　展開，そして表現へと発展させる染織美術の基本を体験。

漆工基礎A・B（２年次）
2 年次の前̶後期，漆芸の用具，漆の性質，木工具・機械等の使用

方法，漆工全般の基礎実習と制作を行います。デッサン，木地（製図，
箱，器，家具），髹漆（器物および変わり塗り），加飾（パネルに漆
技法で装飾），乾漆（立体造形・複合素材加工）の学習を重ね，そ
れぞれの技法の要点を習得します。

漆工１・２（３年次・４年次）
木工・髹漆・乾漆（複合）・加飾のうち，希望のゼミを選択し，各専
門分野を中心とした実習と自主テーマによる制作を行います。
制作と実習は半期を区切りとし，成果として1年に2回の作品展示（前
期展・作品展）を行います。４年次後期は各自の制作をより探求し，
卒業制作に取り組みます。
作品の初期段階では，担当教員だけではなく，専任教員全員の意見
を聞ける場としてチュートリアル（個別指導）が行われます。また作品
展示では合評を行い，作家としての意識の確立を目指します。
通常の実習のほかに，各分野で必要な実習や外部講師を招いてのワー
クショップ，工房などの見学会や研修旅行も行っています。

塗森 一輝《Over the wall》2019  市長賞
（制作学年：4 回生）
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漆という素材は，触れるたびに新しい発見があります。

ガラスケースの中に閉じ込められた作品を見るだけだ
った私が，今はかぶれながら漆という素材を使って制
作をしているなんて，あの頃の私が知ったらびっくりす
るだろうな。
漆工専攻は，２年次の丸々一年を通して漆・木工の
基礎を学び，３年次からは自主制作に入ります。自分
のやりたいこと・テーマを，作品と向き合いながらゆ

っくりと考えることができます。
“ 漆 ”という素材は，塗ったり乾いたり，研いだり磨い
たりを繰り返し，時に思い通りにいかなかったりと，触
れるたびに新しい発見があります。発見した驚きや謎を，
自分で考えたり，仲間や先生と一緒に共有したり，また
新しいことを覚えたり。
刺激いっぱいの漆工専攻が，私は大好きです。

教授 准教授教授 准教授栗本 夏樹 笹井 史恵安井 友幸 大矢 一成

金 俊来　公庄直樹　黒宮菜菜　佐藤由輝　谷川美音　柞磨祥子

漆工専攻教員による学外向けの講座です。本漆
を使った漆工の体験ができると，毎年人気があ
ります。2019 年度は，漆が塗られた円盤を磨き
上げ，刀やニードルで傷をつけて漆を刷り込み，
金粉を入れて加飾をする沈金技法にチャレンジ。
出来上がった作品はネックレスやブローチに仕立
てて楽しんでいただきました。

2013 年度から毎年 10月に福島県会津若松市で
開催されている漆のアートイベントに，漆工専攻
の教員と学生が参加しています。2015 年度から
は，8月に開かれる，会津の伝統漆工技法の滞
在型研修プログラム「会津・真夏の漆塾」に参
加協力し，会津漆器の漆職人や他大学との交流
事業を行っています。

サマーアートスクール　チャレンジ漆工
「沈金技法でつくるアクセサリー」

あいづまちなかアートプロジェクト
［会津・漆の芸術祭×まちなかピナコテカ］毎年 5月から6月にかけて，石川県輪島漆芸美

術館では，漆芸コースがある全国の大学から卒
業・修了生の作品が一堂に会する展覧会が開催
されます。そのギャラリートークとシンポジウムの
日程に合わせて輪島へ研修旅行に行きます。主
に漆工基礎（２回生）中心のこの研修旅行は，
漆芸の町・輪島を通して，これから学ぶ漆芸へ
の思いをより一層深めることができます。

輪島への研修旅行

漆工専攻４回生

園田 唯 さん

専門 加飾，漆造形 専門 乾漆，漆造形 専門 木地，木工専門 髹
きゅうしつ
漆，乾漆

非常勤講師

堀口 史帆《favorite》2019  奨励賞
（制作学年：４回生）
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染織基礎 A・B（２年次）
「染織基礎Ａ」は染技法を中心
に，ろう染制作，プリント表現，
型染制作，植物染料実験など
を行います。「染織基礎Ｂ」は
織，繊維を中心に繊維造形実
習，繊維素材研究，織物制作，
技法研究（フェルト・ニットなど）
に取り組み，最後に A・Bで学
んだ技法・素材で自由制作に取
り組みます。前後期を通しドロー
イングやデッサン，染色実験な
ども行います。

染織１・２（３年次）
さまざまな繊維素材を用いて，より専門的な染織技法や知識を習得
し，作品制作に必要な表現力や技術力，構想力を高めます。また，
レクチャーや工房見学，学外との連携プロジェクトなど，染織の文化
や歴史 , 現代社会との関わりに対する理解を深めます。

染織３（４年次）
各自がテーマを設定し , 計画を立て,それぞれの課題に応じた作品制
作を行います。プレゼンテーションや合評，グループでの討論や教員
からの指導を通して，制作意図を明確にし ,自らの制作の原点を探り
ます。独自の新鮮な表現や次世代のもの作りを追求し , 卒業制作を進
めます。

生まれた時に，あたたかく包み込んでくれた布。その後も毎日，私た
ちは布を身につけて暮らしています。このように，人と一番近い「布」
を作り，それを彩る技法が「染織」です。この「染め」や「織り」の
技法は，人類の歴史とほぼ同じだけの悠久の歴史をもち，未来も人
間と共にあります。そして生命を保持するためだけではなく，美を求
める人の心に寄り添いながら，生活をしっかりと支えているのです。
染織専攻では，太古の人類と同じように，羊毛や麻綿の繊維素材と
出会うところから，染織技法へ進化する過程を体験しつつ，さまざま
な染料を使って，布に独自の色彩と形体を定着させることを試みます。
そうした制作工程を通して，染織特有の自己表現を模索し，新たな視
点を持ったクリエーターを育てることを目指しています。

布と糸，色と形を自在に操る
次世代のクリエイターへ

DYEING AND WEAVING

工芸科

染織専攻

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合基礎実技
（P.12） 工芸基礎 染織基礎A 染織基礎B 染織１ 染織２ 染織３

工芸基礎（１年次後期）
１年次後期は，３専攻（陶磁器・漆工・染織）の基礎を学び，２年次
から各専攻に分かれます。陶磁器，漆工，染織の各専攻課程へ進む
ために必要となる素材と技術の基礎を修得し，各専攻の専門課程の
内容を知り，選択の指針とします。（それぞれ４週間程度）

陶磁器：成形から本焼成までの作陶の基本的工程をひと通り体験。
漆工：木を削り合成漆を塗装し，装飾を加えるという基本的な
　　　漆工芸のプロセスを体験。
染織：「染」を基礎学習のテーマとし，観察からのイメージの発想，
　　　展開，そして表現へと発展させる染織美術の基本を体験

千本木 晴《ここちよいひのかたち》2019 同窓会賞
（制作学年：４回生）
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企業，地域などへ見学・体験に出かけています。

織旅丹後
以前連携事業を行なっていた丹後半島へ一泊二
日の産業見学旅行に希望者で毎年行っています。
研修旅行
学生の企画で不定期に研修旅行があります。
2019 年度は 3 回生全員で沖縄に行きました。
企業等見学（2019 年度）
渋谷和子先生工房，ちいさな藍美術館，泉工業
株式会社，ならまち染工房 rooftop，宮井風呂敷
株式会社 etc.

教授教授

専攻独自の取り組み

友人たちと意見を交わし，一緒に考えて作ることが楽しいです。

染織専攻では，自分の使いたい表現方法を自由に選
択して，制作に取り組むことができます。
3 回生前期には学外の友禅作家の先生を迎え，友禅
染の着物を制作。私は京都から地元三重県に帰る道
中で変化する山の形や，その中にポツンと立つ鉄塔・
風力発電の風車といった風景を表現しました。
着物のデザインの基礎を教えていただきましたが，制

作では作品としての美しさやモチーフの配置・配色，実
際に着た時にどう見えるかなど，従来の着物の枠にとら
われず楽しんで制作できたと思います。
同じ課題に取り組む友人たちと協力したり，一緒に考え
たりして作業しました。その後，沖縄への研修旅行で出
会った筒描きの技法を習得し，いま新たな表現にチャレ
ンジしています。

准教授 特任教授野田 凉美藤井 良子日下部 雅生藤野 靖子

阿部 緑　安藤隆一郎　大苗 愛　片岡 淳　黒宮菜菜　斎藤高志　長友宏江　羽田登喜　
堀ノ内麻世　本出ますみ　前田恵理子　松永 彩　村田ちひろ　村山順子　やまこしかずよ

学外連携事業 フジバカマ再生プロジェクト

学外の選抜展に出品

学外での研修など
京都市産業技術研究所と連携して授業を行って
います。「紋織実習」では，デザインから紋デー
タ作成，力織機を用いた製織という一連の工程
を学びます。

NIF･YOUNG TEXTILE（日本インテリアファブリ
ックス協会主催の美術系大学優秀作品選抜展）
に毎年出品しています。

“ 京都市・京の生きもの・文化協働再生プロジェ
クト第 14号認定 ”のフジバカマ再生プロジェク
トに協力して，日本固有種のフジバカマの育成を
手伝い，その染料としての可能性を探っています。

山口 汐璃乃 さん
染織専攻４回生

非常勤講師

専門 織物 専門 型染，染造形 専門 テキスタイル専門 テキスタイル

中井 亮《葛海原》2019  市長賞
（制作学年：４回生）
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１年次 ２年次 ３年次 ４年次
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総 合 基 礎 実 技
（P.12） と併 せ て
基礎演習Aを履修。

美術科基礎，デザ
イン基礎，工芸基
礎のいずれかを履
修。

展覧会運営に関す
るノウハウを学びま
す。他科の実技科
目を履修することも
可能。

本学教員への取材
後，各種編集ソフ
トを用いてインタ
ビュー誌と映像を制
作します。

各自の専門領域を定め，３コースのゼミか
ら一つを選択し，それぞれ内容に即した指
導を受ける。合同発表会では，各人が研
究成果を発表し，全体で議論しながらそれ
ぞれのテーマを深める。また，ウェブサイ
トの運営や，展覧会を企画・運営する活動
（合同演習）を通して，芸術を社会とつな
げるための実践的な力を養う。

引き続き，ゼミでの研究と合同演習を中心
に研究発表を重ねながら自分のテーマを
掘り下げ，最終的にその成果を卒業論文
にまとめる。なお，卒業論文に関連した作
品を提出することも可。

３年次のウェブサイト運営や展覧会を企画
運営する合同演習への参加も可能。

⒈ 一連のプロセスを芸術の現場で学ぶ
他専攻の学生と一緒に実技を学ぶ場を設けているため，芸術の生ま
れる現場を間近で知ることができます。そうした環境を生かして，専
攻には展覧会の企画運営の授業が設定されています。芸術の現場で
学ぶことは，古典的な芸術の研究を行う上でも役立ちます。制作技
法の理解はもちろん，芸術家という存在のあり方を肌で知ることも重
要なことです。
また，日本の古典的な芸術の中心である京都という地の利を生かし，
毎週教員が引率して見学に行く授業を必修としています。

⒉ 幅広い発信力を身につける
一般に芸術学系の専攻の場合，口頭発表・レポート・論文・プレゼ

現代社会にあって，芸術や文化をめぐる状況は大きく変化し多様化し
ています。それに応じて芸術を対象にする研究領域も広がりを見せ，
実践的に芸術に関わる人材が求められています。本学に総合芸術学
専攻が開設されたのは，従来の研究だけでなく，こうした社会的要
請に応えるためでもあります。
総合芸術学専攻は，総合「芸術学」とある通り，広義の芸術を対象
として研究を行う場です。他の人文科学と同様，①対象についてのさ
まざまな知識・情報を集め，②それを整理して理解し，③自らの考
察を加えて新たな知見を導き出し，④それを外部に広く伝える，とい
う一連の知的生産プロセスを身につけることを目的とします。よって，
研究論文である ｢卒業論文｣ を優れたものにすることを第一の目標と
しますが，それに加えて次のような教育に力を入れています。またこ
の部分こそが，｢総合｣ 芸術学のゆえんであるといえます。

1 年次
前期は総合基礎実技と併せて，「基礎演習Ａ」を必須科目として履修
します。後期は「基礎演習Ａ」と，美術科基礎，デザイン科基礎，
工芸科基礎のいずれかを選択して履修します。講義科目は他科と共
通ですが，語学や専門に関連する科目を厚く履修します。

2 年次
前期は「調査研究・企画運営演習」を履修し，作品の調査や研究の
技法および展覧会の企画運営方法の基礎を学びます。後期は「基礎
演習B」「総合芸術学科基礎実技」を履修し，インタビューを中心と
した冊子とビデオを制作。企画，撮影，執筆，編集，印刷発注，ビ
デオ編集に至る技術・方法を学びます。また，外国語の専門書の読
解力を養う「専門書講読」を履修します。なお，前期のみ実技科目の
履修も可能です。

3 年次・4 年次
3コースのゼミから一つを選択し所属して学びます。
第 1ゼミ「芸術の歴史と理論」
第 2ゼミ「文化と完成の理論」
第 3ゼミ「芸術と社会」

芸術の生まれる現場を熟知した
発信力ある研究者・企画者へ

GENERAL SCIENCE OF ART

総合芸術学科

総合芸術学専攻

ンテーションといった形式に限られます。本専攻では，それに加えて
もの作りの基礎力をベースにした表現方法を学びます。具体的には，
原稿を書くとともに，印刷物作成に必要な編集やレイアウト，写真や
ビデオの撮影と編集なども学びます。またインターネット経由の発信
をするためのスキルも学びます。
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STUDENT'S VOICE

ゼミの垣根を超えて，互いに良い刺激を受けることができます。

総合芸術学科では，1 回生の間に美術・デザイン・
工芸の専攻基礎実技を履修し，制作の現場で手を動
かして学ぶ期間があります。その後 2 回生では展覧
会レビュー，インタビュー冊子，ウェブサイト，映像
などの編集・制作を通して，情報を正確かつ効果的
に発信するための実践的なスキルを習得します。
3 回生以降はゼミに所属し，個々の調査・研究を進

めていきます。
少人数の専攻なので，大学院生までの全学年が顔を合
わせ，ゼミの垣根を超えて，互いに良い刺激を受けるこ
とができます。
表現活動に没頭する他専攻生や音楽学部生の存在を身
近に感じながら，多角的な視点で自身の研究対象に向
き合っていきたいです。

専攻独自の取り組み

教授

教授

教授

准教授

教授

教授

教授

准教授

教授

准教授

三木 博

飯田 真人

加須屋 明子

竹浪 遠

吉田 雅子

畑中 英二

田島 達也

深谷 訓子

礪波 恵昭

砂山 太一

奥井素子　西尾咲子　東 正子　藤木晶子　藤田瑞穂　山下晃平　吉田典子

芸術学研究室のネット活動チーム・通称ウェブ班
は，合同演習という授業の一環で，「研究室ウェ
ブサイト」と「京都芸大ギャラリーガイド」の２
つのサイトを運営しています。「芸研日誌」「学内
展覧会情報」「京芸関係者展覧会情報」「展覧
会レビュー」などのコンテンツがあり，日々取材
と執筆，更新作業に励んでいます。研究室のマ
スコット「芸研ちゃん」もチームの一員としてツイ
ッターでつぶやき中。ぜひご覧ください。

芸術学研究室ウェブ班の活動
https://sougei.kyogei-ob.jp/

芸術学研究室（総合芸術学科および芸術学専
攻）の学生が中心となって企画・実施する展覧会
「Colors of KCUA」を開催しています。
本展覧会の目的は，京芸の制作内容や動向を
幅広く伝えること。展覧会タイトル「Colors of 
KCUA」の「Colors」は，多くの色彩という意味
から，学生の無数の個性（色）や多様なジャン
ルを表しており，「今の京都市立芸術大学に広が
る多様な個性」を伝える展覧会を目指しています。
出品作家の選定にあたっては芸術学研究室の学

Colors of KCUA 
本学芸術学研究室学生による総合選抜展

野村 翠 さん
総合芸術学専攻４回生

非常勤講師

専門 教育人間学

専門 美術教育

専門 染織工芸史

専門 窯業史，考古学

専門 日本美術史 専門 日本仏教彫刻史

専門 西洋美術史 専門 デザイン，現代美術

専門 美学，芸術学

専門 中国絵画史

生が学内の実技学生の作品を調査し，2月の作
品展での成果も踏まえ，独自の視点で選ぶこと
を大切にしており，そうして選ばれた作品群を，
より親しみやすく社会へ発信することを目的とし
て企画・運営に取り組んでいます。
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美術学部・大学院美術研究科

発表の現場の緊張感を 1回生から経験できるのは，少人数の本学
だからこそ。
本学の作品展は，美術学部・大学院美術研究科修士課程最大のイベ
ントです。京都芸大では，他大学と異なり，卒業年生だけでなく，
学部 1回生から修士課程 2回生までの全学年が作品を展示します。
毎年作品を作り上げ，搬入・陳列・搬出まですべて学生自ら行う，
それを学部卒業までに４回も経験できることは，発表の現場で得ら
れる緊張感と経験値を得るためにも非常に貴重な機会です。

美術学部・修士課程最大のイベント
搬入・陳列・搬出まですべて学生自らが行う

Annual Exhibit ion

作品展

卒業年だけではなく１回生から毎年経験する発表の現場
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本学移転先となる京都駅東部エリアの「元崇仁小学校」では，作品
展の第二会場として環境デザイン専攻生と学生有志による展示を行
いました。たくさんの地元の方々にもご来場いただき，京都芸大の
活動に触れていただくことができました。

作品展の会期中に本学食堂において，学長が進行役となり，ギャラ
リートークを開催しました。各専攻の中から最も優れた卒業・修了
作品に与えられた「市長賞」受賞作品について，作者自身が紹介す
るとともに，制作の意図や苦労した点など，来場者からの質問にも
答えました。また，構内では受験生を対象としたギャラリートーク
や個別進学相談会も実施しました。

「元崇仁小学校」を第二会場として開催
地元の方にも多数ご来場いただいた

市長賞受賞者と学長によるギャラリートークを
会期中に開催。学長が進行役
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卒業生インタビュー

1986 年名古屋市生まれ。2009 年京都市立芸
術大学美術学部ビジュアル・デザイン専攻卒業。
同年株式会社電通入社。グラフィックを中心に，
パッケージ，キャラクターデザイン，CMプランニ
ングまで，幅広い広告の企画制作に携わる。現
在，京都ビジネスアクセラレーションセンター文
化事業推進部アートディレクター。

㈱電通関西支社 アートディレクター
中尾 香那さん／ NAKAO Kanaけちょんけちょんの批評が今に生きている

本学在学生が，多方面で活躍する卒業生に本学の思い出や現在の
活動についてお話を伺う「卒業生インタビュー」。美術学部ビジュア
ル・デザイン専攻で学び，現在は㈱電通関西支社でアートディレク
ターとして活躍されている中尾香那さんを訪ねました。

Q.　幼い頃はどのような子どもでしたか？
子どもの頃から絵を描くのが好きで，3 歳くらいから絵画教室に通
っていました。高校は普通科でしたが，国語と英語，美術だけが
得意な超文系少女で，数学は本当に壊滅的でした（笑）。海外に
も興味があったので，海外美大への進学も視野に入れ，高校 2 年
生の時にイギリスに短期留学しました。しかし，そこで海外の人に
囲まれることで，このまま海外へ出たら根無し草みたいになってし
まう，もっと日本人として日本のことを知らなければ，と気づきまし
た。それをきっかけに仏像などにも興味をもち，曼荼羅の下敷きを
使っていたら一時期あだ名が「曼荼羅」でしたね。そんな経緯で，
日本文化が色濃く残っている京都へのあこがれもあり，京都芸大
を目指しました。

Q.　どのような学生時代でしたか？
学生時代は，とにかく与えられた課題にすべて真剣に取り組んで
いました。当時のデザイン科は課題が多く，サークルには入ってい
ませんでしたが，とても忙しかったですね。沓掛校舎は，近くに遊
びに行くところもなかったので，修行僧のように日々課題に取り組

んでいました。ただ，3 回生の時からフラメンコを習い始め，それ
は今でも続けています。

Q.　印象に残っている課題はありますか？
ビジュアル・デザイン専攻に進んで最初の課題で，自己紹介ポス
ターの作成という課題があり，私は天秤と自分のシルエットを重ね
たポスターを描いて，私はいろんなことのバランスをとるのが得意
だとプレゼンしました。そしたら，担当教員だった向井吾一教授に，
「お前はなんでも器用にやるけど，80 点のところで安心するクセ
がある。小賢しくバランスなんか気にしてないで 120 点とってみろ
!!」とけちょんけちょんに批評され，そのあと大泣きした記憶があり
ます。とても厳しい先生でしたが，そのおかげですべての課題に「80
点で満足していないか？」と，とことん突き詰めて考えるようになり，
今でもその言葉が仕事に生きていると思います。

Q.　ほかに思い出に残っている取り組みはありますか？
授業の枠を超えた活動として，現代美術が専門の井上明彦教授が
中心となり取り組んでいた「大枝アートプロジェクト」に参加してい
ました。「大枝アートプロジェクト」では，京都芸大のすぐ横に京
都第二外環状線の建設計画が進められることとなり，失われてゆく
大枝の景色に対して，芸術に携わる我々は何ができるのかというこ

美術学部・大学院美術研究科

沓掛では修行僧のような日々
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大学時代の経験を存分に生かせたなと思っています。
印刷は，京都にある老舗印刷会社の便利堂さんにお願いし， 明治
時代に使われていたコロタイプ印刷という手法で印刷してもらいま
した。実はこの印刷会社も，大学時代に一度見学に行っていたこ
とを思い出してコンタクトを取り，ご協力をいただいたものです。
うれしいことに，アジア全土から数千の応募がある，権威ある広告
賞「スパイクス アジア 2019」のポスター部門で銅賞をいただくこ
とができました。

Q.　気分転換にしていることは
ありますか？
大学 3 回生の時に始めたフラメ
ンコですね。今でも週に 1 回
は教室に通っていますし，発表
会にも参加しています。アイデ
アを考えるのは終わりのない仕
事だったりもするのですが，そ
こは切り替えて，フラメンコ教
室には必ず行くように予定を組
んでいます。仕事とは違う感覚
で，エネルギーを発散できるの
ですごくリフレッシュになってい
ます。体を動かすと血流が良くなるので，頭も回転し新しいアイデ
アを生み出せるのかもしれないですね。
また，一人旅にも出かけます。スマホの電源を切って，美術館やお
寺めぐりをすることで，きちんと自分の内側と対話ができ，そういっ
た時に浮かぶ思いは，次の仕事にも反映していくことができます。

Q.　今後やってみたいことは？
2019 年 1 月に，今所属している文化事業推進部に異動になりまし
た。この部署では，広告デザインに留まらず，新しいプロジェクト
を立ち上げたり，商品を企画したりと自由に企画提案ができます。
昔から興味がある日本の伝統文化や工芸品について，新たな切り
口で商品をプロデュースするなど，日本にとどまらず世界に向けた
日本の伝統産業の振興に貢献したいと思っています。

Q.　受験生に向けて
受験時代は今までは楽しいだけで描いていた絵を，はじめてはっき
り人と比べられる場所。苦しいけれど，そのときに自力で身につけ
ていくものって実はすごく大きいと思います。周りの友人を見ても，
受験時代に身につけたその人のカラーはずっとその人の核にあるよ
うな気がします。とても大変な時期だと思いますが，自分だけの武
器を見つけていくような気持ちでどんどん強くなっていってほしいな
と思います。応援しています。

インタビュアー：宇野 冴香さん（ビジュ
アル・デザイン専攻４回生※）※取材当時
取材日：2019年11月18日
取材場所：株式会社電通関西支社

最前列向かって左が中西進学長（当時）。前列右から２人目が中尾さん。

「スパイクス アジア 2019」銅賞
を受賞した際のトロフィー。

Q.　いつぐらいから就職を意識しましたか？
2 回生の終わりごろには就職を意識していました。いろんな分野に
興味があったので，業界を絞るのはとても難しかったです。父親に
相談したところ，いろいろなことがしたいなら広告代理店がいいん
じゃないか？と言われ，そこで初めて広告代理店というものを知り
ました。学校での広告に関する課題がとても楽しかったこともあり，
3 回生の時には広告業界を第一志望に決めました。　
ただ当時は，広告業界に就職する先輩はほとんどいなかったので，
自分でアポイントを取って電通アートディレクターの方へ話を聞きに
行くなど，就職活動は試行錯誤でした。提出するポートフォリオが
なかなか思い通りのものにならず，仕上がったのは面接当日の朝
で，徹夜明けで眠いまま，面接会場に向かいました。

Q.　就職されて印象に残っている仕事は？
明治時代をテーマにしたイベント「明
治酒場（2018 年 10 月 26 日開催）」の
ポスター制作です。（※前ページ写真）
ポスター制作では，通常広告会社が企
画アイデアを出して，実際のデザインは
デザイン会社の方に手を動かしていた
だくことが多いのですが，この仕事で
は私が絵を描くところからデザインまで
すべてを担当しました。
京都芸大のデザイン科は，アナログで
自分の手を動かして形を作ることをとて
も大事にしているので，この仕事では

とに取り組んでいました。まず，大学の南側にある「大枝土蔵」を
アートスペースとして改装し，そこを活動拠点に展覧会や演奏会な
どを開催していました。その企画の一つとして，万葉集の研究者で
当時京都芸大の学長であった中西進学長を招いての「万葉カフェ」
を 1 日限定でオープンすることになりました。私たちも，万葉時代
のことを研究して，当時の食事を再現したり，万葉時代のお化粧を
したりととても楽しかったです。そこで中西先生から万葉集につい
て直接ゆっくりいろんなお話を聞けたので，今の令和の年号には
とても愛着を感じますね。小規模な大学だからこそ，学長とも距離
が近く，交流できるのは京都芸大ならではですね。

３回生の時に広告業界を第一志望に

インプットする時間を大切に
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2000 年に設置された，大学院（修士課程／博士（後期）課程）のみの専攻です。日本・
東洋の古典絵画を主要な研究対象として，保存修復に関する理論・技術を学びます。文
化財を未来へ継承していく上での多様な課題を解決できる人材となるため，伝統的な絵
画技法の習得，芸術学，美術史学，保存科学等の理論を学び，横断教育を通じて芸術
を多角的に理解する能力を養います。また，伝統絵画の表装に関する装

そうこう

潢技術の実習を
通して修復技術を体得します。さらに，自ら課題を設定して研究・制作に取り組みます。

自由な発想と展開による制作研究を通して，独自の観
点を探求する重要性を理解し，自身の表現とアイデン
ティティの確立，社会における実践と検証を視野に入
れた表現を研究考察することを目標としています。

大学院の芸術学専攻では，もっぱら研究者の養成が
目的となります。専門分野と指導教員を定めたうえで
研究に従事し，より専門性の高い授業が行われます。
１年に数回の研究発表が課され，その成果を修士論
文としてまとめます。

絵画専攻

保存修復専攻

デザイン専攻 工芸専攻

彫刻専攻

芸術学専攻

日本画
各自の設定したテーマで自由に日本画を制作し，見
つめる・感じる・創る・伝えるということを考察します。
日本画制作を通して，美術や教育の分野でより専門
的に活躍できる人材を育成します。

油画
各自のテーマに沿った自主制作を中心とします。表
現しようとしているテーマと技法を改めて見つめ直し，
今後の制作の方向と可能性を探ります。「描く」「つく
る」という個人の表現手段から離れて，見学などの「見
る」こと，ディスカッションを通じての「話す」こと，
展示や発表などの「置く」ことなど，多角的な演習を
通じて制作への意識を高めます。

版画
版画の複数性と間接性による，表現の独自性と普遍
性を研究し，制作をします。各自の研究届をもとに，
担当教員と研究・制作計画を策定して進めます。合
同合評会に出品する「作品ゼミ」と，文書講読を中
心とした「研究ゼミ」を交互に受講します。より高度
な技法展開を見据えた現代の版画表現を追求します。

構想設計
現代社会のさまざまな回路を組み換えるための独自な
視点と固有の活動領域の形成を目指します。学生が
設定したテーマを基に，映像・インスタレーション・
メディア・パフォーマンスなど専門的な「表現」と身体・
環境・生命に関わる「知」を結びつける「技法」の
可能性を探求します。

ビジュアル・デザイン
グラフィック・デザイン系，写真・映像情報設計系，
テキスタイル・デザイン系の 3系列のいずれかの専門
分野を選択し，自己のテーマを設定して2年間の研究・
制作計画を立て，実行します。日常的に教員と研究
計画に基づくディスカッションを行い，思考の深化と
コンセプトの確認を図ります。

環境デザイン
より優れた地球環境，都市景観，ユニバーサルデザ
インの実現に向けた問題意識をもって，現状と理論の
把握からデザインの実施に至るまでの包括的な研究を
行います。

プロダクト・デザイン
各自がテーマを見つけ，理論的かつ実践的に具体的
デザイン提案ができる研究者を養成することを目標と
しています。今日の社会問題と関わりのあるテーマ設
定を行い，独自の視点で調査・分析し，論文または
作品にまとめます。

陶磁器
陶磁器による表現について，歴史的観点を踏まえつ
つ，現代性を多角的に問い，制作と論理との関係を
明確にすることを目的に各自の課題に基づいた自主
的な制作・研究を行います。

漆工
各自が提出する研究計画と，これまでに習得した技術
をもとに，さらに伝統技法の研究や技法実験を行い，
芸術的思考の深化と展開を促し，時代に対応する発
想力の養成を目指します。

染織
染織という表現手段を通じて，歴史と現状を含めた工
芸と美術全体への認識と理解を深めます。作家として
の確かな意識の確立のために，各自が研究計画を立
て制作します。すでに習得した技法だけでなく，幅広
い視野と表現力を身につけ，創造力を深めます。

大学院のみに設置された専攻です

Graduate School of Ar t
Master 's Course

修士課程

［大学院］美術研究科

准教授教授

鈴木 裕

准教授竹浪 遠宇野 茂男 高林 弘実

非常勤講師

専門 日本絵画，保存修復 専門 中国絵画史 専門 文化財科学
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工芸研究，デザイン研究において，これまでに本学が，
京都にふさわしい伝統産業のための意匠を提案する
作家やデザイナーを育ててきた伝統を踏まえ，現在で
は専門化し細分化した工芸・デザインのノウハウを持

博士（後期）課程のみに設置された研究領域です

日本画
高度で創造的なテーマを設定し，日本画制作並びに
それに関わる理論的考察を深めます。自己の中だけ
で完結するのではなく，他者への客観的提示を意識
し社会性を考察します。それにより独自の日本画を創
造し，新たな価値観を生み出し，美術や教育の分野
で特に高い能力を持った先導的立場に立つ人材を養
成します。

油画
油画を中心とした技法による実技と理論の研究を通し
て絵画の創作を研究します。絵画表現の理論研究とと
もに，目的に応じた絵画材料や基底材（壁面を含む）
の使用法について広汎かつ高度な研究を行い，新た
な絵画世界の創造を図ります。

版画
版画の諸技法と理論の研究を通して版画の創作を研
究します。「版」特有の表現方法の研究とともに，デ
ジタル機器などを用いた表現形態など，表現目的
に応じた技法の広汎かつ高度な研究を行い，新たな
「版」表現の創造を図ります。

構想設計
広い視野に立って，芸術の中でメディアが果たすべき
役割と新たな表現の可能性を研究します。また，高度
な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有した
高等教育における指導的人材の育成を図るとともに，
学外連携 ･共同研究を促進します。

地域特有の産業活動にふさわしい形態デザイン，装
飾デザインの実技と理論を研究します。伝統的な工芸
意匠，加飾など，デザインの研究とその応用化，産
業化についての検証を行い，京都的なデザインや日
本的なデザインなど，工芸意匠の創造的研究を行い
ます。

研究領域

陶磁器
陶磁素材による創作とその理論を研究します。伝統的
な陶磁器制作の研究を踏まえ，新たな視点から技法
研究や広く陶磁素材を用いた表現の理論的研究を行
い，現代における陶磁表現による創作を行います。

漆工
漆を素材とした創作とその理論を研究します。伝統的
な漆工制作の研究を踏まえ，塗装方法の比較研究と
広く漆を用いた表現の理論的研究や，現代的な漆芸
作品の創作を行います。

染織
染織およびテキスタイルに関連する作品制作と研究を
行います。伝統的な染織制作の研究を踏まえ，新た
な技法や量産に関する研究や，染織を取り巻く社会を
も視野に入れた研究，そして広く繊維を用いた新しい
創造的表現と理論の研究を行います。

保存修復
文化財の保存及び修復の技術とその理論の研究を行
います。日本，東洋の絵画を中心に，復元を含む修
復技術の実技的研究を行うとともに，保存修復に関す
る素材・技法についての科学的研究を行います。

芸術学
芸術学，美術史，工芸史，美術教育などを中心に，
広く芸術現象を扱った理論的研究を行います。古今
東西の芸術作品，多様な芸術現象，芸術を取り巻く
環境，さらに社会における芸術振興などを対象に，
作品調査や資料分析，理論的・批判的考察などに基
づく学術的研究を行います。

産業工芸・意匠

彫刻
彫刻の実技と理論の考察を通して，彫刻の創造研究
を行います。空間的，立体的表現に関する理論の研
究とともに，表現意図に応じた素材，技術の広汎か
つ高度な専門研究を行い，空間や立体に作用する諸
要素も計測に入れて，新たな彫刻表現の創造を図り
ます。また，高度な専門研究を通じて，高等教育に
おける指導的人材の育成を図ります。

ビジュアル・デザイン
実技と理論の高度な制作・研究を行います。学生は，
それまでの作品制作の実績を踏まえた研究テーマを
設定し，担当教員の緻密な指導のもと，作品制作と
論文の著述を行い，新たな表現に結びつく制作・研
究を行います。

環境デザイン
空間デザインの美学的側面のみでなく，構想，技術，
感性の統合として，社会的価値を理論化する研究者
を養成します。空間リーダーとして，構想あるいは実
践計画を通じて社会に寄与することを求めます。

プロダクト・デザイン
プロダクト・デザインに関する実技と理論の研究を行
います。生活環境に広範囲に存在する産業製品のデ
ザインについての理論的研究を行うとともに，産業領
域，公共領域，福祉領域，文化領域などの諸領域を
対象としたデザインの実践的研究を行います。

Graduate School of Ar t
Doctoral Course

博士（後期）課程

ち寄り，複合的研究の場を醸成すべく，博士課程に
だけ創設された研究領域です。
伝統的な工芸意匠，加飾などのデザインを研究し，そ
の応用化・産業化を目標に研究する工芸領域の学生と，
「京都デザイン」さらには「日本デザイン」の創出を
目指すデザイン領域の学生の，双方に開かれた研究
領域です。
指導スタッフは，漆工，染織，陶磁器の工芸領域の
スタッフとビジュアル・デザイン，プロダクト・デザイ
ン領域のスタッフが，連携して学生の研究方向に対応
します。学生が，各自のテーマに沿って，地域特有の
産業活動にふさわしい形態デザイン・装飾デザインの
実技と理論の研究を行うことをモットーにしています。



教職実践演習
これまでに修得した知識・技能をもと
にして，さらに，教員として必要とされ
る資質能力を培う。
（教育実習履修済の学生限定）

専門 教育人間学 専門 美術教育
教授飯田 真人

教職課程の担当教員

本学で取得可能な教職員免許状

美術学部 美術研究科 修士課程

教職課程履修スケジュール

種類 教科 必要な実習・体験

中学校教諭一種 美術 ・教育実習 ３～４週間
・介護等体験が必要

高等学校教諭一種
美術

・教育実習 ２週間
工芸

種類 教科 備考

中学校教諭専修 美術 ・修士の学位を有する
・中学校教諭一種免許状を取得済み

高等学校教諭専修
美術 ・修士の学位を有する

・高等学校教諭一種免許状（美術・工芸）
を取得済み工芸

1年次 ２年次 ３年次 ４年次

教職科目を登録・履修　教育実習までに取るべき科目に注意！

● 2 回生教職オリエンテーション
オリエンテーション出席者に「教職履修カルテ」を配布。
カルテの提出をもって，教職課程の履修登録とする。
毎年度初めにカルテを学生へ返却。各自の達成度や反省等を記入
し，1年を振り返るとともに目標を立てる。

※専攻によって習得できる免許状の種類が異なります。

［美術］教職課程・資格

教職課程履修生と京都市
立上京中学校の教職実習
演習の交流授業の様子。
お互いの作品を持ち寄って
の合評を行なった。

教職課程とは

教職課程
美術学部の教職課程履修について

教育職員免許法に基づいて，教育職員免許状を取得するために必要
な単位を修得する課程です。免許状の取得を希望する場合，卒業に
必要な単位数のほかに教職課程の単位を修得することが必要です。
教職課程の意義を十分に理解し，履修方法や手続き等に間違いがな
いよう周到な計画と準備をして臨んでください。

※免許状の有効期限と更新制
2009 年 4月より，教員免許は更新制（10 年）になりました。10 年ごとの免
許更新が必要です。

介護等体験

教育実習申込説明会 教育実習

２～ 4回生で実施（教育実習と同年度での体験は原則不可）

実習前年度
4月申し込み

体験前年度
10月申し込み

３・4回生で実施（介護等体験と同年度での実習は原則不可）
学校によっては 4回生でしか実習を受け入れない場合がある。
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音
楽
学
部

少人数で質の高い教育が特長の音楽学部。個性を
尊重した創造性を育む専門的な教育研究により，
幅広い教養を有し，社会に対して発信し芸術文化
に寄与できる優れた音楽家や，研究者となりうる
人材を育成します。

https://www.kcua.ac.jp/music/
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少人数で質の高い教育

みんなが仲間でみんながライバル。
刺激しあえる状況が成長を支える。

音楽学部音楽学部

実技レッスンに加え，学術系の科目の履修を通して音楽演奏に
関わる精神的な根幹，あるいは現代にも通用する知識人として
の音楽家・研究者の養成を目指しています。

講義・演習科目の例
・ソルフェージュ 
・西洋音楽史
・音楽音響学
・和声法

必修科目

講義・演習科目

芸術の土台となる教養を身につける授業内容

※卒業に必要な 124 単位を，４年間で履修します。
※専攻によって，必修科目と受講可能な選択科目が異なります。

学生が専門分野における技術と知識を学び，感性を養うとともに，あらゆ
る芸術の土台となる幅広い教養を身につけることを目的に，専門的な内容
である専攻実技や，広く音楽的教養を身につけるべき音楽史，音楽理論関
係の授業・演習，一般教養科目，語学科目を開講しています。

音楽学部は一学年の定員が 65 人。自分の専攻の同級生や教員はも
ちろん，先輩や後輩，そして他専攻の学生や教員，全員と知り合え
るぐらい少人数なのです。その少人数制が，日々の練習や授業を共
にし，オーケストラなどの演奏を作り上げていく仲間としての学生
同士のつながりを強め，時にはコンクールに挑戦するライバルとし
て，刺激し合える状況を作り出すことができるのです。新入生にと
って，学部や修士課程の先輩の練習や研究に触れる機会が多いのも，
この人数規模だからこそ。
音楽家や研究者へと成長していく上で，技術を磨いたり，研究課題
に向かう時間だけでなく，喜びも苦しみもみんなで分かち合える。
それが京都芸大です。

実技試験チェロレッスン

声楽レッスン

ピアノレッスン

専攻 人数

音
楽
学
科
（
65
名
）

作曲専攻
合わせて4名

指揮専攻
ピアノ専攻 14 名
弦楽専攻 14 名

管・打楽専攻 16 名
声楽専攻 14 名
音楽学専攻 3 名

専攻別構成図（募集人数）
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哲学，文芸学，文化人類学，西洋文化史，日本文
化史，心理学，社会学などを開講します（一部は
隔年開講）。

生涯教育的な観点からのスポーツの意義を実践等
を通して学びます。

国際社会に対応する教養として，また研究教育の深化を図るた
めに学ぶことを目的とする科目です。グローバル化に対応する
人材を育成するために，英語・ドイツ語・フランス語・イタリ
ア語のすべての語学においてネイティブスピーカーによる会話
に重点を置いた授業を行っています。また，上級グレードの授
業では，音楽文献を原語で読み，理解することを目的としてい
ます。

その他，教職に関する科目及びその他の科目を開
講しています。

教職に関する科目を履修することにより，中学校教諭一種免許状
（音楽）と高等学校教諭一種免許状（音楽）を取得することがで
きます。教職課程の意義を十分に理解し，履修方法や手続き等
に間違いがないよう周到な計画と準備をして臨んでください。

専攻によって異なりま
すが，卒業に必要な最
低単位数 124 単位中
の 5 ～ 6 割は，この
専門科目に属します。

専門科目の例
・楽曲分析
・管弦楽法
・民族音楽学
・音楽学特講ｅ

選択科目

一般教養科目専門科目

保健体育科目

語学（外国語）

自由科目群 教職課程

定期演奏会

京都大学百周年時計台記念館クロックタワーコンサート

京都芸大が主催する主な演奏会（p.62 参照）

▶ 定期演奏会（オーケストラ編成 2回，オペラ公演 1回）
▶ 卒業演奏会
▶ ピアノフェスティバル
▶ 京都大学百周年時計台記念館クロックタワーコンサート
▶ 京都国立近代美術館ホワイエコンサートシリーズ
▶ 西文化会館ウエスティ「音暦」シリーズ
▶ 文化会館コンサートシリーズ
▶ クリスマスチャリティーコンサート　など クリスマスチャリティーコンサート

音楽学部長
ピアノ専攻　砂原 悟 教授

音楽学部の最大の特色は，「少
人数制」だから成し得る「質の高い教育」。

７専攻が，それぞれ少人数でバランスよく並んで
います。そのため学生は，ソロだけではなく，オーケスト
ラ，オペラ，室内楽，歌曲，新曲発表やディスカッション
など，他分野との活発な交流をもつことができます。また，専
攻の枠を超えて，教員の指導が細部に行き届くのも少人数制の
強みです。演奏のチャンスがたくさんあり，大学主催の演奏会は
年間１０公演以上。さらに学内の定期試験，専攻ごとの試演会，
学生の自主演奏会なども含めると膨大な数の舞台をこなすこと
になります。実践することに最も価値がある音楽の世界。
質量ともに恵まれた現場での体験を
糧に，多くの学生が国際的に
活躍する音楽家として

羽ばたいています。



教育目的

音楽学科
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カリキュラム

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

内
容

必修科目の作曲理論クラスで，高等和声法と対位法・フーガ作曲法など，基礎を徹底
的に学ぶ。これにより，感性に富んだ和声感と多声音楽の基礎的書式方法を身につけ
る。

基礎を習得しながら，学生の個人差を考慮して，適切な時期に作曲クラスへと進む。
共同担任制で，学生は担当教員を自由に選べるので，作曲の過程で複数の教員の視
点から助言を得ることができる。
4年次では，各自のテーマで卒業制作を行い，演奏会で発表する。

楽曲分析クラスで，創作活動に必要な，作品への客観的な視野を持つ力を身につける。音楽コンクールへの出品や海外留学など，キャリアアップにつながる指導も行う。

必
修
科
目
・
選
択
科
目

作曲Ⅰ1・2 作曲Ⅰ3・4 作曲Ⅰ5・6 作曲Ⅰ7・8

作曲Ⅱ1・2 作曲Ⅱ3・4 作曲Ⅱ5・6 作曲Ⅱ7・8

作曲特別演習 1・2 作曲特別演習 3・4

楽曲分析 1・2 楽曲分析 3・4 楽曲分析 5・6 楽曲分析 7・8

ソルフェージュ1・2 ソルフェージュ3・4 総譜視奏 1・2

管・弦・打楽（副科）1・2 管・弦・打楽（副科）3・4 声楽（副科）1・２ 声楽（副科）3・4

ピアノ（副科）1・2 ピアノ（副科）3・4 ピアノ（副科）５・６　指揮法（副科）１・２　
チェンバロ（副科）１・２ ピアノ（副科）7・8　チェンバロ（副科）3・4

西洋音楽史Ⅰ　西洋音楽史Ⅱ　合唱 音楽心理学　音楽音響学　合唱　民族音楽学　日本音楽史　音楽学特講　ほか

語
学 英語　フランス語　ドイツ語　イタリア語

そ
の
他

メディア学　法学　演劇学　文化人類学　西洋美術史　日本美術史　日本文化史　アジア文化史　社会学　心理学　体育　ほか

音楽的基礎力を養い
的確に表現できる

高度な作曲技法を習得

作曲家が書き残す作品はさまざまです。過去・現在を通し，作曲家の
音楽創造への思いは，一つとして同じものはありません。
大学で作曲を学ぶ学生も，一人ひとりそれぞれに音楽表現したいもの
があり，それらは多種多様であるため，同じ作品に仕上がろうはずが
ありません。自らの思いを的確に表現できる高度な作曲技術を身につ
けるために，確かな音楽的基礎力をきちんと養うことを，作曲専攻の
主たる教育目的とします。併せて，他分野の表現方法を取り入れるな
ど，幅広く多様な領域とも積極的に接することで，独自の作品をつく
ることのできる人材を育成します。

少人数制ならではの学生と教員の距離の近さを生かし，学生と教員が
共に作品を創造していきます。
作曲専攻は，まず和声法や対位法，楽曲分析法，楽器法，オーケス

トレーションなどの西洋芸術音楽の方法論を学び，徹底的な音楽的基
礎力を養います。
そうした知識をベースに，世界の先端的音楽の分析法や他領域とのコ
ラボレーションの仕方，邦楽，民族音楽へのアプローチ方法，現代社
会とアートの関わり方などについて研究し，作曲力を高めます。
学生が制作した作品は，他専攻の協力のもと，実際に音にして発表す
る機会を数多く設け，音楽家としての経験を豊かなものにしていきます。

COMPOSITION

作曲専攻

音楽学部オープンスクール「オーケストラレッスン」（2018 年 10月7日）

音楽学部オープンスクール 公開授業「楽曲分析」（2019 年 10月 6日）
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専攻独自の取り組み

非常勤講師

専門 作曲 専門 作曲 専門 作曲

自身で責任を持って自由に音楽を追求できる素晴らしい場所です。

京都芸大の作曲専攻は大変恵まれた場所であり，自
由に，そして確実に作曲の技術を磨くことができます。
2年次まではエクリチュールを学び，書く技術を徹底
的に身につけます。3 年次からは，3人の先生から作
曲のレッスンを受けることが可能で，さまざまな方向
からアドバイスがいただけます。また，楽器編成も基
本的には制限はなく，学内で管弦楽作品を発表する

ことも可能です。自分が勉強したいと思う編成を選び，
時には悩みながら楽譜を書き，3人の先生方からアドバ
イスをいただく。そして，そのアドバイスを作品に取り
入れるかどうかも自分自身の判断によって決めます。何
の制限もなく，自由に作曲技術を磨くことができる。私
は，そんな京都芸大の作曲専攻で勉強できることを誇
りに思います。

教授 准教授 講師

中本芽久美　山口友寛　山上友佳子

地域への文化芸術の還元，地域文化への寄与，
市民に対する良質な音楽の提供を目的として，
北文化会館において，演奏会を実施しています。
年 2回のうち1回を作曲専攻が担当しています。

文化会館コンサート “The Birth of Music”

寺田 大紀 さん
作曲専攻４回生

酒井 健治中村 典子岡田 加津子

新作発表演奏会
（2020 年 2月 5日）

作曲作品試演会（2019 年 8月2日）

音楽学部オープンスクール 公開授業「ソルフェージュ」（2019 年 10月 6日）
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カリキュラム

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

内
容

モーツァルト，ベートーヴェンを中心とし
た作品を中心に実習する。

ロマン派にレパートリーを拡げて実習す
る。

近現代の作品に加えオペラの作品などに
もレパートリーを拡げて実習する。

希望するレパートリーを選択し，自分の進
むべき道を確固たるものにするため，４年
間で学んだことの総仕上げをする。

必
修
科
目
・
選
択
科
目

指揮 1・2 指揮 3・4 指揮 5・6 指揮 7・8

総譜視奏 1・2 総譜視奏 3・4 総譜視奏 5・6 総譜視奏 7・8

オーケストラ実習 1・2 オーケストラ実習 3・4 オーケストラ実習 5・6 オーケストラ実習 7・8

楽曲分析 1・2　

和声法（指揮）　対位法（指揮）

楽曲分析 3・4

和声法（指揮）　対位法（指揮）

ソルフェージュ1・2　合唱 1・2 ソルフェージュ3・4　合唱 3・4 声楽（副科）1・２ 声楽（副科）3・4

ピアノ（副科）1・2
管・弦・打楽（副科）1・2

ピアノ（副科）3・4
管・弦・打楽（副科）3・4

ピアノ（副科）５・６　
チェンバロ（副科）１・２　

ピアノ（副科）7・8
チェンバロ（副科）3・4

西洋音楽史Ⅰ　西洋音楽史Ⅱ 音楽心理学　音楽音響学　合唱　民族音楽学　日本音楽史　音楽学特講　ほか

語
学 英語　フランス語　ドイツ語　イタリア語

そ
の
他

メディア学　法学　演劇学　文化人類学　西洋美術史　日本美術史　日本文化史　アジア文化史　社会学　心理学　体育　ほか

指揮者として必要な指揮法によるテクニック，リハーサルテクニックを
個人レッスンに加え，本学のオーケストラや合唱，オペラ等に参加す
ることで習得します。学年を問わず，オーケストラ等の授業においては，
見学し，リハーサルの代行指揮や，客演指揮者のアシスタントなどの
経験を積めるように多くの指揮をする機会を設けます。

指揮専攻の教育目的は以下の通りです。
① 指揮棒を振り回す技術を学ぶことが最終目的ではありません。そ
の前に，音楽家としての基礎能力を徹底して指導します。
② 作曲家とその作品と会話（研究）したことを相手にストレートに伝
えられる指揮の技術を，人の真似だけでない，自分に相応しい指揮技
術として自分で見つけるように導きます。
③ 指揮者は，一人では音楽をすることができない不思議な音楽家で
す。いつも相手に敬意と愛情をもって指揮台に立ち，卒業後，プロ
の音楽家・指揮者として活動していく姿勢をもてるように指導します。
本学では，プロの指揮者を育成するため全力を尽くすとともに，並行
して人間的に価値のある音楽家を育成します。

指揮は誰にでも出来る
しかし，指揮者には

誰でもなれる訳ではない

CONDUCTING

指揮専攻

音楽学部オープンスクール 「指揮レッスン」
（2019 年 10月 6日）
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専攻独自の取り組み

専門 オーケストラ指揮

非常勤講師

個性を生かして音楽性を追求することができます。

指揮専攻では，一人ひとりが持っている個性を生かし
て音楽性を追求することができます。レッスンやオー
ケストラの授業を通して，常に新しい発見をすること
も多いです。
指揮だけではなく，音楽を学ぶうえで基本となる音
楽理論の授業も充実しています。楽曲分析，和声法，
対位法，管弦楽法などの授業で学んだことは，指揮

実技に生かすことができます。
また，少人数制であり，先輩，後輩を問わず，他専攻
の学生や教員と距離が近いところも魅力です。共に音
楽を創り上げていく仲間と出会えて，日々刺激を受けな
がら学生生活を送っています。
私は，京都芸大で大好きな音楽を学べることにとても
感謝しています。

指揮専攻3回生

豊福 隼人 さん

教授下野  竜也

粟辻 聡
上中朝美　
中本芽久美
山上友佳子

他専攻の取り組みとの連携
各専攻や有志で構成されたオーケストラに，本
専攻の学生が指揮者として参加しています。
本学のさまざまなスタイルのイベントや演奏会に
関わり，さまざまな状況で数多くの本番を経験す
ることができます。

音楽学部オープンスクール 「オーケストラ実習」
（2019 年 10月 6日）

「クロックタワーコンサート」京都大学時計台ホールにて
（2019 年 5月 8日）

「第 27 回カザラッカコンサート」桂坂小学校にて
（2019 年 9月7日）

第 162 回 定期演奏会　G. マーラー／ 交響曲第 1番 ニ長調「巨人」（客演指揮：沼尻竜典氏）
（2019 年 12 月 9日）
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カリキュラム

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

内
容

バッハ作品の様式とさまざまな練習曲を
理解・修得する。

メンデルスゾーン，シューマン，ショパン，
ブラームスを含むロマン派様式の作品，
さまざまなソナタ作品，1945 年以降の近・
現代作品を理解・習得する。

規模の大きな作品，あるいはさまざまな
曲によるプログラム編成，ピアノ協奏曲作
品を理解・習得する。

4年間の集大成として，広範囲にわたる
ピアノ作品から各個人の特性などを考慮
し選択された任意の作品を理解・習得す
る。

必
修
科
目
・
選
択
科
目

ピアノ1・2 ピアノ3・4 ピアノ5・6 ピアノ7・8

ピアノ伴奏法 1・2　ピアノ重奏 1・2 ピアノ伴奏法 3・4　ピアノ重奏 3・4 ピアノ伴奏法 5・6　ピアノ公開演奏 ピアノ伴奏法 7・8

ソルフェージュ1・2 ソルフェージュ3・4

鍵盤楽器総論Ⅰ・Ⅱ

和声法初級 和声法中級　作曲法（編曲法を含む）
チェンバロ（副科）1・2

指揮法（副科）１・２　声楽（副科）1・２

チェンバロ（副科）3・4

声楽（副科）3・4

西洋音楽史Ⅰ　西洋音楽史Ⅱ　合唱 音楽心理学　音楽音響学　合唱　楽曲分析　対位法　民族音楽学　日本音楽史　音楽学特講　ほか

語
学 英語　フランス語　ドイツ語　イタリア語

そ
の
他

メディア学　法学　演劇学　文化人類学　西洋美術史　日本美術史　日本文化史　アジア文化史　社会学　心理学　体育　ほか

ピアノ専攻では，ソロ演奏の個人レッスンに加え，ピアノデュオ，伴奏，
室内楽の実践的な指導も行い，ピアノ演奏のあらゆる可能性を身につ
けられるよう，多元的な教育を行っています。できるだけ充実した演奏

可能なレパートリーを身につけることを推奨していますが，最低限これ
だけは身につけてほしいという目安として，それぞれの学年ごとに試
験の課題曲が出されます。
実技演奏指導のほか，講義・演習科目など多くの講座があり，音楽
家に求められる広範な知識を習得できます。また特別講座として，第
一線で活躍している演奏家を招き，公開レッスンやレクチャー，ミニコ
ンサートを通じ，普段のレッスンとは異なる角度から指導を受ける機会
も設けています。

本来クラシック作品が内包している構成，論理，ドラマ，感情，そして
作曲家の意図，美意識やスタイルなどをできる限り理解し，将来，独
自の見識で演奏できるピアニストになるために必要な，基礎的な知識
と技術を身につけることを目的としています。
過去の巨匠の作品の良き解釈者となるためには，高い技術と感性，
思考，伝統的な奏法や考え方といった裏付けに加えて，豊かな想像力
が必要となります。
進歩がはっきりと目に見えるものや早急な結論を求めるのではなく，地
道に積み重ねて少しずつ糧となり，一生を費やして追求することでや
っと花開くものこそが，本当の成果であると考えています。

作品を深く解釈し
地道に積み重ねて花開く
個性豊かなピアニストに

PIANO

ピアノ専攻
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個性豊かな仲間に囲まれ，自分の個性や強みを知った。

専攻独自の取り組み

専門 ピアノ 専門 ピアノ 専門 ピアノ 専門 ピアノ 専門 ピアノ

非常勤講師

一学年 65人と少人数ゆえ，学生同士はもちろん先
生方とも関わりが濃く，音楽の悩みや意見を共有し，
助言しあえる仲間に出会うことができます。また，個
性豊かな仲間に囲まれ学ぶことで，自分だけの個性
や強みを見つけることができます。
私は以前まで，演奏における弱点やコンプレックスに
ばかり目を向けていましたが，本学での活動を通し多

種多様な演奏に出会い，自身の演奏を個性として認め
られるようになりました。
さらに，ソロだけでなく室内楽や伴奏の機会も多いた
め，新たな出会いや発見も多く，幅広い音楽を学べる
ことに喜びを感じています。
皆が高い意識をもつ環境で，たくさんの刺激を受けな
がら自分の音楽を磨けること，とても幸せに思います。

ピアノフェスティバル

教授 教授 准教授教授 講師阿部 裕之 砂原 悟 野原みどり上野 真 田村 響

［ピアノ］ 岩井理沙　上田友紀子　岡部悦子　岡本麻子　河内仁志　喜多宏丞　河野美砂子　三枝由美子　佐野えり子　
　　　   塩見 亮　林 直美　東山洸雅　俣野修子　三舩優子　椋木裕子　山口博明
［チェンバロ］　中野振一郎　三橋桜子

その他，音楽家に求められる広範な知識を習得
し，表現力を磨く機会が多く設けられています。
• 特別講座（第一線で活躍する演奏家による
　公開レッスン，レクチャー，ミニコンサート）
•学内リサイタル（４年次選抜者によるリサイタル）
•「楽曲分析」や「ピアノ演奏法特殊講義」など
　の授業
•定期演奏会の出演（選抜者）

学内オーディションおよび推薦で選出された学
生による演奏会で，ピアノ専攻の教育成果を市
民の皆様に披露する場となっています。市内の
ホールで開催される本コンサートを通じて，学
生たちは聴衆の反応や息づかいが感じられる中
で表現力を磨く訓練をします。
（協賛：京都ライオンズクラブ）

大槻 夏子 さん
ピアノ専攻４回生
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将来，演奏家として社会に貢献できる人材を育てることを目標にして
います。そのためには，演奏技術や表現法のほか，さまざまな知識と
知恵を身につけた上で，どの作品も自らの力で解釈し，演奏できる能
力を養っていきます。
在学中にできるだけ多くの演奏経験を積むことで，音楽作品への理解
と共感を深め，作品がもつ “真の美しさ”や自身が得た音楽の感動
を世の人々に伝えられる表現力を培います。
このため，入学後，前半 2年間では，演奏技術や表現法の基礎力の
徹底を図り，後半 2年間では，ソリストとして，また室内楽やオーケ
ストラ奏者として，どの分野にも要求される高度な演奏技術と表現力，
そして高いアンサンブル能力を身につけることを目指しています。

カリキュラム
弦楽専攻では，各々の個人レッスンで演奏上の基礎テクニックと表現
法を習得し，室内楽，弦楽合奏，オーケストラの授業を通して合奏能
力を身につけます。

年 2回の独奏による実技試験のほか，各クラスで自発的な試演会も
行います。また，オーケストラの定期演奏会が京都コンサートホール
において年 2回開催され，ほかにも学内外で多数の演奏会に出演す
る機会があります。

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

内
容
［弦楽 1・2］
基礎技術の確認。古典派を含む弦楽器の
ための作品の習得。

［弦楽 3・4］
バッハの無伴奏曲などを含む弦楽器のた
めの作品の習得。

［弦楽 5・6］
協奏曲とオーケストラ伴奏による独奏曲
を含む弦楽器のための作品の習得。

［弦楽 7・8］
4 年間の集大成として，広範囲にわたる
弦楽器のための作品の修得。

必
修
科
目
・
選
択
科
目

弦楽 1・2 弦楽 3・4 弦楽 5・6 弦楽 7・8

弦楽合奏 1・2 弦楽合奏 3・4 弦楽合奏 5・6 弦楽合奏 7・8

オーケストラ1・2 オーケストラ3・4 オーケストラ5・6 オーケストラ7・8

ソルフェージュ1・2 ソルフェージュ3・4

和声法初級 ヴィオラ（副科）＊ヴァイオリンのみ　音楽学演習ｅ（弦楽四重奏）　室内楽

ピアノ（副科）1・2 ピアノ（副科）3・4 ピアノ（副科）５・６　声楽（副科）1・２　
指揮法（副科）１・２ ピアノ（副科）7・8　声楽（副科）3・4

西洋音楽史Ⅰ　西洋音楽史Ⅱ　合唱 音楽心理学　音楽音響学　合唱　和声法中級　楽曲分析　対位法　民族音楽学　日本音楽史　音楽学特講　ほか

語
学 英語　フランス語　ドイツ語　イタリア語

そ
の
他

メディア学　法学　演劇学　文化人類学　西洋美術史　日本美術史　日本文化史　アジア文化史　社会学　心理学　体育　ほか

多くの演奏経験を積み
作品がもつ「真の美しさ」を
表現できる演奏家をめざす

STRINGS

弦楽専攻
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非常勤講師

オーケストラや合奏も，ソロの勉強にプラスになると実感。

専門 ヴァイオリン 専門 ヴァイオリン，ヴィオラ 専門 チェロ

弦楽専攻では，オーケストラをはじめ，室内楽や弦楽
合奏も盛んです。こなすべき曲は多いですが，それが
ソロの勉強の妨げになることは全くありません。むし
ろプラスになります。
弦楽合奏では一緒に勉強する同じ専攻の仲間から学
ぶことがたくさんあり，さらに室内楽やオーケストラ
では他の専攻の方の意見を聞いたり，そこから学んだ

りすることができます。これらは必ずソロの勉強にプラ
スになったり，人間的に成長することにも繋がると私は
実感しています。さらに，それをご指導してくださるのは，
国内外で一線で活躍されている先生方です。京都芸大
は少人数で先生方と顔見知りということも珍しくありま
せんから，他専攻の先生とお話をしたり，困ったときは
相談にも乗ってくださいます。

教授 教授 准教授四方 恭子 豊嶋 泰嗣 向山佳絵子

［ヴァイオリン］　泉原隆志　大谷玲子　黒川 侑　中島慎子　バブアゼ・ギオルギ
［ヴィオラ］　小峰航一　篠﨑友美
［チェロ］　雨田一孝
［コントラバス］　黒川冬貴
［弦楽合奏・室内楽］　上森祥平　福富祥子

地域への文化芸術の還元，地域文化への寄与，
市民に対する良質な音楽の提供を目的として，
大学の所在区にある西文化会館での演奏会を京
都市西文化会館，京都市音楽芸術文化振興財
団との共催により，「ウエスティ音暦」と銘打ち
実施しています。2010 年度から，年２回のうち
１回を弦楽専攻が担当しています。

ウエスティ音
おとごよみ
暦

「弦楽の宴」

弦楽専攻４回生

玉井 元 さん
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管・打楽器奏者は，オーケストラやアンサンブルの一員となっても，
ソリストとしての技量を求められます。管・打楽専攻は，その責任を
負うにふさわしい音楽家としての成熟を目指す方に開かれています。
在学中に，楽器を自在に操るテクニックを身につけることはもちろん，
その楽器でしか出せない音色感の習得，バロック期からアヴァンギャ
ルドにいたる，あらゆる音楽作品に対応できる知識の獲得に努めます。
ソリストとしての能力はもとより，オーケストラをはじめとするあらゆ
るアンサンブルへの適応力を持った奏者の育成に力を入れています。

管・打楽専攻

管・打楽器は「音のパレット」
さまざまな音色を操る

適応力あるスペシャリストへ

BRASS, WOODWINGS AND PERCUSSION

カリキュラム
管・打楽専攻では，フルート，オーボエ，クラリネット，ファゴット，
サクソフォン，トランペット，ホルン，トロンボーン，チューバ，打楽器
の中からいずれか一つの楽器（受験時に選択）を履修します。専攻
実技は原則として個人レッスンで行われ，エチュード，独奏曲，室内
楽曲等を通し，それぞれの楽器の基礎的な演奏テクニック，各時代の

一般的な音楽的表現法の習得に努めます。管・打楽合奏，オーケス
トラの授業では，小編成のアンサンブルから吹奏楽や大オーケストラ
作品に至るまで，アンサンブルにおける演奏技術，表現法とともに各
楽器の役割を学びます。
年に2回，独奏による試験，卒業時には 30 分程度のプログラムによ
るジョイントリサイタル形式の試験を実施します。

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

内
容

教員との個人面談によって研究方針を定
め，楽器のポテンシャルを最大限引き出
すための基礎的な技術と知識を習得する。

古典派作品の演奏を中心に，音楽的文法
の理解習得に努め，基礎的な技術と知識
を確立する。

19 世紀から近代にかけての作品解釈の
実践を通し，音楽的知識，並びに高度な
演奏技術を習得する。

幅広い年代の作品を演奏研究し，演奏家
としてキャリアをスタートするにふさわしい
演奏技術と知識を習得する。

必
修
科
目
・
選
択
科
目

管・打楽 1・2 管・打楽 3・4 管・打楽 5・6 管・打楽 7・8

管・打楽合奏 1・2 管・打楽合奏 3・4 管・打楽合奏 5・6 管・打楽合奏 7・8

オーケストラ1・2
サクソフォンアンサンブル 1・2

オーケストラ3・4
サクソフォンアンサンブル 3・4

オーケストラ5・6
サクソフォンアンサンブル 5・6

オーケストラ7・8
サクソフォンアンサンブル 7・8

ソルフェージュ1・2 ソルフェージュ3・4

和声法初級 室内楽

ピアノ（副科）1・2 ピアノ（副科）3・4 ピアノ（副科）５・６　声楽（副科）1・２　
指揮法（副科）１・２ ピアノ（副科）7・8　声楽（副科）3・4

西洋音楽史Ⅰ　西洋音楽史Ⅱ　合唱 音楽心理学　音楽音響学　合唱　和声法中級　楽曲分析　対位法　民族音楽学　日本音楽史　音楽学特講　ほか

語
学 英語　フランス語　ドイツ語　イタリア語

そ
の
他

メディア学　法学　演劇学　文化人類学　西洋美術史　日本美術史　日本文化史　アジア文化史　社会学　心理学　体育　ほか

※ 2021 年度から，新たな楽器科目（専攻細目）として，ユーフォニアムを新設します。
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教授 教授山本 毅 大嶋 義実 村上 哲

非常勤講師

准教授

自分が本当にやりたいことを発見・再認識できる。

文化会館コンサート
「music palette」

［フルート］富久田治彦
［オーボエ］高山郁子
［クラリネット］小谷口直子　東紗衣　
［クラリネット］𠮷田悠人
［ファゴット］中野陽一朗
［サクソフォン］須川展也（客員教授）

國末貞仁

［トランペット］早坂宏明
［トロンボーン］岡本 哲
［バストロンボーン］小西元司
［チューバ］武貞茂夫
［ユーフォニアム］外囿祥一郎（客員教授）
［マリンバ］名倉誠人
［打楽器］中村 功（客員教授）
［管・打楽合奏］上田 希　若林義人

京都市北文化会館との共催により，毎年秋に開
催しています。学部生・大学院生らで編成された
本格的な管・打楽アンサンブルを，市民の皆さ
まに気軽に楽しんでいただけるよう，無料コンサ
ートでお届けしています。

地域への文化芸術の還元，地域文化への寄与，
市民に対する良質な音楽の提供を目的として，
大学の所在区にある西文化会館での演奏会を京
都市西文化会館，京都市音楽文化芸術振興財
団との共催により，「ウエスティ音暦」と銘打ち
実施しています。2010 年度から年 2回のうち1
回を管・打楽専攻が担当しています。

ウエスティ音
おとごよみ
暦

「Fresh Music × Fresh Music!」

専門 打楽器 専門 フルート 専門 ホルン

管・打楽器専攻は，一つの楽器に対して人数が少な
いので，同級生だけでなく先輩や後輩と早くからなじ
めます。また，ソロはもちろん，吹奏楽や室内楽，オ
ーケストラスタディなどさまざまな分野に触れる機会
がたくさんあります。年度末には各楽器ごとでのアン
サンブルのコンサートを開催している専攻生がほとん
どです。イチからすべて自分たちでコンサートの準備

を進めるので，演奏会を開くにあたって必要なこと，成
功後の達成感など多くのことが学べます。授業やレッス
ンでは他専攻の先生のお話も聞けるので自分が本当に
やりたいことを発見・再認識できます。さまざまな感性
を持つ先輩や後輩，同期と刺激し合いながら切磋琢磨
できる環境で，４年間では短いと思える充実した学生
生活を送ることができます。西村 菜月 さん
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カリキュラム

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

内
容

発声の基礎を学びながら，声楽について
の知識をしっかり身につけてく。イタリア
語のディクション（発語法）をはじめ，イ
タリア古典歌曲等を中心とした個人レッス
ンを受ける。

発声の基礎と並行し，他言語の歌曲やオ
ペラのアリア等に幅を広げ，内容を深め
ていく。ドイツ語のディクションが加わる。

作品解釈の実践を通し，音楽的知識と高
度な演奏技術を習得。フランス語のディク
ションを学ぶ。また，重唱やオペラ実習
の授業で演技の勉強を始め，舞台表現者
としての基礎を固めていく。学年末に試
演会で成果を発表する。

より深い作品解釈の実践を通し，さらに
高度な音楽的知識と演奏技術を習得。日
本語のディクションを学び，試演会の場
で発表する。また，演技の勉強をさらに
深く学び，高度な舞台表現の技術を身に
つける。学年末の試演会で成果を発表。

必
修
科
目
・
選
択
科
目

声楽 1・2 声楽 3・4 声楽 5・6 声楽 7・8

合唱 1・2 合唱 3・4 合唱 5・6 合唱 7・8

ディクションa ディクションb ディクションc ディクションd

ソルフェージュ1・2 ソルフェージュ3・4 重唱１・２　オペラ実習１・２ 重唱３・４　オペラ実習３・４

オペラ総論１・２

和声法初級

ピアノ（副科）1・2 ピアノ（副科）3・4 ピアノ（副科）５・６　指揮法（副科）１・２ ピアノ（副科）7・8

西洋音楽史Ⅰ　西洋音楽史Ⅱ 音楽心理学　音楽音響学　和声法中級　楽曲分析　対位法　民族音楽学　日本音楽史　音楽学特講　ほか

語
学 英語　フランス語　ドイツ語　イタリア語

そ
の
他

メディア学　法学　演劇学　文化人類学　西洋美術史　日本美術史　日本文化史　アジア文化史　社会学　心理学　体育　ほか

4 年間を通して，声楽の基礎となる発声の技術を習得し，それぞれの
学生が持つ能力を高めるとともに，ヨーロッパの音楽を中心とした古
典から現代までの歌曲やオペラ・アリア，日本歌曲など，さまざまな
声楽曲を個人レッスンの形式で学びます。その上で年 2回，実技試験
を行います。

このほか，定期演奏会の演奏曲目として声楽作品が取り上げられた場
合には，ソリスト（オーディションによる）や合唱として参加します。

大学院オペラ公演や 4年次のオペラ試演会の際には，助演，合唱とし
て参加するほか，舞台の照明や衣装，大道具，小道具の準備などに
関わります。その際，全学年の声楽専攻生全員が制作スタッフとして
も関わり，歌手の養成だけでなく，舞台の裏表の仕組みを明確に認識・
体感しながら舞台を作り上げていく経験を積みます。

声楽の一番の特徴は，身体そのものが「楽器」であることです。その
ため，声楽専攻では，口から声を出す作業だけではなく，それぞれの
「楽器」をよく理解したうえで，共鳴，呼吸法，発声テクニックなどを
4 年間の個人レッスンを通して実践的に学びます。また，私たち個人
の感情や性格までもがその「楽器」を通してそのまま反映されるため，
技術の習得と同時にバランスのとれた人間性を目指すことも欠かせま
せん。声楽テクニックだけに偏らない広い視野をもった学生の育成を
目指します。
さまざまな言語によるテキストの習熟が必要なことも，本専攻の大き
な特徴です。テキストの意味をより深く理解し，正しい発音によって
表現することで，将来インターナショナルに通用する人材の育成を目
標にしています。
卒業後は，国内はもとより，諸外国の歌劇場や放送局などで演奏活
動を行っている者や，指導者として後進の育成に当たっている者な
ど，音楽界に貢献すべく活躍の場を広げています。

身体そのものが「楽器」
幅広い視野をもつ

インターナショナルな声楽家に

VOCAL

声楽専攻
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声楽家に必要なことを基礎から徹底的に学ぶ日々。

専門 声楽（ソプラノ） 専門 声楽（ソプラノ）専門 声楽（テノール） 専門 声楽（バリトン） 専門 声楽（ソプラノ）

非常勤講師

わたしは，一般大学を卒業後，声楽を志してこの大
学に入ったこともあり，充分覚悟して来たつもりでし
たが，全然足りなかったということを知りました。声
楽家に必要なことを基礎から徹底的に学ぶ日々の中，
必要なものを一つずつ手に入れているということを実
感することができます。
また，学内のオペラで一年生の時から合唱や裏方の

経験を積むことができ，普段の講義でも合唱やディクシ
ョンなどの実技的内容が含まれています。レッスン以外
の場でもそのような生の体験ができ，音楽を知識だけ
でなく，生きた体験から学ぶ機会が多いです。
ひとりでは気づけないようなことも気づかせていただき，
どうやって乗り越えていくか，共に考えてくださる先生
方の温かさに感謝しつつ，日々学んでいます。

教授 准教授 准教授准教授 准教授

相可佐代子　日下部祐子　清水徹太郎　萩原次己　福原寿美枝　松本薫平

小濱 妙美 北村 敏則 久保 和範日紫喜惠美 上野 洋子

「4回生オペラ」「大学院オペラ」の前期試演会を
「オペラの日」と題して本学講堂で開催し，一般
公開しています。7月の暑い時期ですが，たくさ
んのお客様にご来場いただき，日頃の成果を発
表します。また，「3 回生オペラ」「4回生オペラ」
の試演会も年に一度一般公開しており，日頃の
集大成として活気あふれる舞台を上演していま
す。毎年 2月には定期演奏会「大学院オペラ」を
大学院生のみならず，学部生全員参加型で行い，
多くの観客の皆様に親しまれています。

「オペラの日」開催

声楽専攻3回生

竹岡 大志 さん
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カリキュラム
音楽学専攻では，音楽学の基礎能力と専門的な知識を身につけ，学
問的な思考を養うことを目指します。また，幅広い知識と適用能力が
求められる現代の状況に対応できるような柔軟性のある人間育成のた
めの授業を提供します。
音楽学専攻は 1学年 3名の少人数であることを生かして，きめ細かい
指導と教育を行い，柔軟性のある研究環境を提供します。

音楽に関するあらゆる研究
幅広い知性を養い

柔軟性のある人間育成を

「音楽学 Musicology」とは，音楽に関するあらゆる研究を含む学問
領域です。音楽や音，音響に関わる研究のほとんどすべてを含むよう
な幅広さとともに，専門的な学術研究としての奥行きをもっています。
近年，音楽の領域では激しい勢いで多様化と拡散，複合化が進んで
います。西洋の芸術音楽のみならず，世界の諸民族の音楽，ポピュラ
ー音楽，日本音楽，現代音楽，古楽，また環境音やノイズ，電子音
響にいたるまで，さまざまな音楽や音，音響が共存し，互いに影響を
与えながら複合的な展開を見せています。
本専攻では，そうした近年の音楽文化の多様化とグローバル化に対
応できる人材を育てるために，専門領域の異なる４人の教員がそれぞ
れ西洋音楽史，現代音楽論，民族音楽学，音響・音楽心理学を軸と
した指導を行っています。

音楽学専攻は，音楽の知識だけでなく実践的な経験をふまえた幅広
い知性を養い，さまざまな領域で活躍できる人材を育てることを目的
としています。また異なるテーマに関心をもつ学生たちが，互いに刺激
しあい，共に学びあう環境をつくりたいと考えています。
また，本専攻には一般選抜に加えて，社会人特別選抜が設けられて
おり，社会人の学生も実社会の経験を生かして学んでいます。
卒業後は，大学院に進む者，実社会に出て就職する者に分かれます。

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

内
容

音楽を理論，実践の両面から学ぶとともに，外国語の科目も履修し， 音楽学の基礎的
な能力を養う。

それぞれ志望する演習クラスに分かれて専門研究を行い，卒業論文を仕上げる。

必
修
科
目
・
選
択
科
目

西洋音楽史Ⅰ　西洋音楽史Ⅱ 
音楽学概説

音楽心理学　音楽音響学　民族音楽学　日本音楽史　実験音楽論　音楽学特講　
原典研究　音楽学実習　ポピュラー音楽論　ミュージック・ライティング　ほか

音楽学特別演習１・２ 音楽学特別演習３・４　卒業論文

ピアノ（副科）1・2 ピアノ（副科）3・4 ピアノ（副科）５・６　指揮法（副科）１・２ ピアノ（副科）7・8　

ソルフェージュ1・2 ソルフェージュ3・4 声楽（副科）１・２　チェンバロ（副科）１・２ 声楽（副科）３・４　チェンバロ（副科）３・４

和声法初級　和声法中級　楽曲分析　対位法　合唱

語
学 英語　フランス語　ドイツ語　イタリア語

そ
の
他

メディア学　法学　文化人類学　日本文化史　アジア文化史　社会学　心理学　体育　ほか

MUSICOLOGY

音楽学専攻
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非常勤講師

多岐にわたる音楽を学び，実践する環境が整っています。

教授教授

専門 民族音楽学ほか 専門 音響心理学ほか 専門 西洋音楽史ほか 専門 実験・電子音楽ほか

音楽学専攻は，さまざまな音楽を多角的に学ぶこと
ができる専攻です。クラシック音楽のみにとどまらず，
民族音楽や日本の伝統音楽，現代音楽など，多岐に
わたる音楽を学習または実践できる環境が整っていま
す。私自身，モーツァルトのオペラ作品を狂言で演じ
る「狂言風オペラ」を研究のテーマとしており，音楽
ジャンルの垣根を超えた研究をしています。

またこの専攻では，定期演奏会の開催に先立って，図
書館での本の展示企画とコラム冊子の制作も行っていま
す。演奏科や美術科の学生と協力しながら活動できるの
も魅力の一つです。私は個人的に「読書会」を開催し
ていますが， そのような自主的な企画を立ち上げ，さま
ざまな専攻生と交流をしながら，充実した学生生活を送
っています。成瀬 はつみ さん

音楽学専攻４回生

定期演奏会の出演者インタビューや
曲目解説など学生主体の企画
音楽学専攻では，授業や研究以外にも，本学
の定期演奏会をより盛り上げるための学内向け
冊子の作成や出演者インタビュー，図書館展示
など，学生主体によるさまざまな企画を行ってい
ます。また，上回生になると，定期演奏会プロ
グラムの曲目解説の執筆を担当します。

准教授 講師池上健一郎 中井 悠津崎 実山田 陽一
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音楽学部・大学院音楽研究科

第162回 定期演奏会
（2019年12月9日）

音楽学部・大学院音楽研究科は，学生の演奏会出演の機会が非
常に多いことが特徴です。市内各地で行われる大小さまざまな規
模のコンサートは，難解な現代曲から，小さいお子さまやご年配
の方にも親しめる作品まで幅広い演目で開催されており，その完
成度の高さには定評があります。企画の段階から広報まで，学生
が参加するものも多く，演奏能力だけでなく，企画力やコミュニケ
ーション能力を高める機会にもなっています。

定期演奏会（オーケストラ編成 2回，オペラ公演 1回）
さまざまな編成のオーケストラ作品やオペラ作品を取り上げ，日頃
の成果を発表。著名な指揮者をゲストに迎えての演奏や，学内オ
ーディションによるソリスト選考などを経て迎える大舞台を経験する
ことは，学生が自分自身を飛躍させる重要な機会です。本番前に
は特別練習期間が設けられており，集中的に練習し，演奏の完成
度を高めます。

卒業演奏会
音楽学部各専攻から成績優秀者として選ばれた，４回生を代表す
る実力者が独奏・独唱・作品を披露。本学の教育成果の集大成
を堪能いただけます。

ピアノフェスティバル
学内オーディションによって選出されたピアノ専攻生が教育成果を
市民の皆様に披露。

クロックタワーコンサート
本学と京都大学の交流事業の一環として，京都大学百周年時計台

Concer ts

演奏会

演奏会は月１回以上。場数の多さが自信につながる

記念館百周年記念ホールにてコンサートを開催しています。演奏す
る曲についてのレクチャーは分かりやすく人気です。

京都国立近代美術館ホワイエコンサートシリーズ
岡崎地域活性化の一環として，京都国立近代美術館のホワイエ（ロ
ビー）で演奏を間近でお楽しみいただけるコンサートを開催。年 2
回，開催中の展覧会にちなんだ演目で作曲専攻と声楽専攻が担当。

西文化会館ウエスティ「音暦」シリーズ
京都市西文化会館ウエスティとの共催によるコンサート。夏は管・
打楽専攻，冬は弦楽専攻が担当。

文化会館コンサートシリーズ
京都市北文化会館との共催により，管・打楽専攻生のコンサート
と作曲専攻による新作発表会を開催。

クリスマスチャリティーコンサート
京都市立京都堀川音楽高等学校音楽ホールにおいて，京都新聞と
の共催によるチャリティー演奏会を毎年開催。子どもも大人も楽し
める演目は毎年好評です。

演奏旅行（移動公演）　
夏期休業期間中に行われる演奏旅行では，有志の学生によってオ
ーケストラが編成され，地方の学校に出向いて公演します。声楽
専攻の学生が同行する場合もあります。

実技試験　
実技試験の一部は公開で行われ，教員に加え，観客を迎えたひと
つのコンサートのような雰囲気で行われます。

本学が主催する主な演奏会
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速報

修士課程の声楽専攻生を中心として，音楽学部・音楽研究科がひと
つとなって作り上げる京都芸大のオペラ。舞台上で歌う学生だけでな
く，舞台装置づくりやオーケストラはもちろん，オペラに必要な準備
のほとんどを学生自らが手がけており，まさしく努力の結晶たる手づ
くりの舞台です。

手づくりとはいえ，プロの公演に劣らぬ完成度の高さが評価される
その実力は，京芸生の十分な質と力量を証明しています。

オペラ公演は大変人気があるため，鑑賞は事前申込制の抽選とさせ
ていただいており，幅広い層の観客の期待に応える，満足度の高
い公演です。

2021年 2月13日（土），14日（日）
事前申込制

2020年度 第166回 定期演奏会
大学院オペラ公演

詳しい公演内容は本学ウェブサイトにて発表します。

第163回 定期演奏会大学院オペラ公演
「フィガロの結婚」

（2020年2月15日・16日）

Opera by Graduate Students  

大学院オペラ公演

一見の価値あり! その質と力量，完成度の高さ
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卒業生インタビュー

Q.　コントラバスを始めたきっかけは？
とにかく外で遊びまわる元気な子どもで，中学校・高校は普通科。
コントラバスを始めたのは，高校 2 年生の時です。将来の夢を考
えていた時に，オーケストラ奏者になりたいなあと思ったのがきっ
かけです。父が京都府内の中学校の教員で吹奏楽部の顧問を務め
ていたこともあり，オーケストラの演奏は何度も聞いていました。
父に相談し，昔から低音楽器に惹かれており，迷わずコントラバ
スを選び，西口勝先生に習い始めました。高 2 から始めるという
ことで，先生には最初断られたらしいのですが，何とか指導してい
ただけることになりました。ただ，1 年くらいは基礎練習ばかりで，
大学入学までに練習した曲は，京都芸大の課題曲など数曲でした。

Q.　京都芸大を選ばれた理由は？
出身が京都府宇治市で，父は京都芸大の管・打楽専攻の卒業，
西口先生も京都芸大の卒業だったので，少人数教育など恵まれた
環境が地元にあるので，京都芸大以外の選択肢は考えられなかっ
たです。ただ，西口先生からは京都芸大の学生のレベルは高いと
伺っていたので，高 2 から始めて合格できるのかすごく不安でした
ね。
それに，コントラバスだけでなくピアノなど，京都芸大の受験に必

要な科目は，死に物狂いで練習に励みました。家族のサポートも
ありがたかったです。京都芸大に合格したときは，一つ目の夢が
かなってとてもうれしかったですね。これまでコントラバスでは多く
て 2 名の合格だったのですが，私の時に初めて 3 名合格したと聞
きました。私にとってはそれがラッキーでしたね。

Q.　京都芸大に入ってみて大学の印象はどうでしたか？
当時のコントラバスの先生は，現在 NHK 交響楽団で主席奏者を
務めている吉田秀先生で，同じく現在 NHK 交響楽団の首席トラン
ペット奏者を務めている菊本和昭さんが，音楽棟の廊下で練習して
いました。学内には教員，学生共に超一流の面々が集まっており，
入学した頃は，すごい大学に在籍していることに興奮していました。
あと，1 回生の最初の定期演奏会の曲がマーラーの第 1 番で，譜
面はドイツ語。高 2 から必死に始めたイタリア語の譜面ではなかっ
たので，全然読めなくて同級生に聞きまくっていました。しかも演
奏の技術も周りのメンバーと比べるとかなり低かったので，失敗し

明確な目標を持って
やりきることが重要

本学在学生が，多方面で活躍する卒業生に，
本学の思い出や現在の活動についてお話を
伺う「卒業生インタビュー」。音楽学部の卒業
生は，弦楽専攻でコントラバス学び，現在は
読売日本交響楽団でコントラバス奏者として
活躍中の瀬泰幸さんに，お話を伺いました。

1984 年京都府生まれ。2007 年京都市立芸術
大学音楽学部弦楽専攻卒業。同年，ヴュルツ
ブルク音楽大学大学院（ドイツ）入学。2008
年からベルリン国立歌劇場管弦楽団オーケスト
ラアカデミーに入団し奨学生として研鑽を積む。
2014 年から読売日本交響楽団のコントラバス
奏者。これまでにコントラバスを西口勝，吉田秀，
文屋充徳，クリストフ・アナカー，アクセル・シェ
ルカの各氏に師事。

瀬 泰幸さん／ SE Yasuyuki
読売交響楽団コントラバス奏者

西口勝先生（中央）と黒川
冬貴先生（右）と

音楽学部

コントラバスを始めたのは高校２年生
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て怒られないかドキドキしていたことは，今でも忘れられませんね。
コントラバスは，中学から始める人が多いと思うけど，高校からで
も数年の違いしかないので，大学の 4 年間必死に練習すれば，す
ぐに追いつけるし，追い越せると常に自信は持っていました。

Q.　大学ではどれくらい練習していたのですか？
結構必死に練習しましたね。教職課程も履修していたので，履修
していない人に比べると授業は多かったのですが，授業の前や間，
夜遅くまで練習室を予約して練習していましたね。また，夏季休暇
などを利用して，他のコントラバスの先生の講習会などに参加して
いました。当時コントラバスは 8 人いたのですが，泊りがけで講習
会に参加するなど仲が良かったですね。皆，各地の楽団で活躍し
ているので，刺激を受けるいいライバルであり，いい仲間ですね。
少人数制の京都芸大だから巡り合えたと思います。

Q.　大学で記憶に残っている授業はありますか？
日本美術史の授業は印象に残っています。飛鳥時代から鎌倉時代
くらいの仏像について，一体一体，先生が説明してくれて，それま
で全く触れることがなかった分野なので，衝撃を受けました。京都
には実物があるのだから，学生時代に寺社巡りをしておけばよかっ
たなあと，今でも後悔しています。
また，雅楽の授業も楽しかったです。私は篳

ひちりき
篥の演奏に取り組ん

だのですが，先生は宮内庁でも教えているような方で，とても貴重
な経験をさせてもらったなあと思います。

Q.　卒業後すぐにドイツに留学されましたが，いつごろから考えて
いましたか？
ドイツはクラシック音楽を勉強する環境が整っていると聞いており，
憧れはありました。また，オーケストラの曲を練習しているうちに，
ドイツ出身の作曲家が多く，彼らが過ごした地で学ぶことで，感性
をより理解でき，演奏に生かせるのではないかとドイツ留学を強く
意識するようになりましたね。
直接のきっかけは，大学 3 回生
の秋です。久しぶりに高校時代
の恩師，西口先生にお会いする
機会があり，ドイツのヴュルツ
ブルク音楽大学大学院で教鞭を
とっておられる文屋充徳先生が
横浜でレッスンをするという話を
伺いました。その場で西口先生にお願いし，レッスンに参加させて
もらうことになりました。そのレッスンが素晴らしく，もう一度文屋
先生のレッスンを受けたいと思い，4 回生になる春休みに，ドイツ
で開催された文屋先生の講習会に参加しました。このころには，ド
イツに留学する意思は固まっていたと思います。ヴュルツブルク音
楽大学大学院の入学試験は 6 月だったのですが，現地の環境に慣
れるためにも，卒業してすぐ4 月にはドイツに渡っていましたね。

Q.　ドイツでの留学生活はどうでしたか？
ヴュルツブルク音楽大学大学院でも，コントラバスの練習に明け暮
れていました。周りの学生のレベルが高く，とても刺激を受け自分
自身のレベルアップにつながりました。その甲斐もあり，ベルリン
国立歌劇場管弦楽団オーケストラアカデミーのオーディションに合
格することができました。これはとてもうれしかったですね。オーケ

ストラに入るという目標にぐっと近
づいた瞬間でしたからね。
1 年間ヴュルツブルク音楽大学大
学院で過ごした後は，管弦楽団で
の活動をスタートするためベルリン
に引っ越しました。管弦楽団では，
インターン生として仕事もしながら
練習に励みました。また，ベルリ
ンには，ベルリン・フィルハーモニ
ー管弦楽団をはじめ，ベルリン交
響楽団やベルリン・コンツェルト
ハウス管弦楽団など，世界トップク
ラスの管弦楽団が活動していたの
で，休みの日には数えきれないくらいのコンサートに足を運びまし
た。しかも，日本と違って入場料が格安の立見席というのがあるの
で，本当によく利用しました。さまざまな一流オーケストラの音楽
に日常的に触れ，またそのような音楽家の仲間と過ごせた時間が
いちばんの宝物です。

Q.　帰国後，すぐに読売日本交響楽団に入団できたのですか？
それが，入団までに 2 年を費やしました。オーケストラの本場，ド
イツで 3 年間充実したコントラバス生活を過ごせたので，日本でも
やれると自信を持って帰国したのですが，現実は厳しかったです。
国内でいくつものオーケストラのオーディションを受験しましたが，
なかなか認めてもらうまでには至らなかったです。ただ，大学生の
時から，30 歳までにオーケストラに入団できなければ，きっぱりあ
きらめるつもりでした。だから，29 歳で読売日本交響楽団に合格
した時は，最高に興奮しました。自分の中で 30 歳までに入団する
という強い思いが，合格を引き寄せたのかなと思います。やはり
明確な目標をもち，やりきることが重要だと思います。

Q.　受験生に向けて
京都芸大は，すべての面で環境に恵まれています。少人数制で仲
がいいのは当然ですが，お互いが高いレベルで切磋琢磨でき，成
長し続けることができます。これまでの諸先輩方が築き上げてこら
れた伝統や，豊富な経験談が在校生に引き継がれ，それが京都
芸大の強みになっています。その一方，自由な雰囲気もあるので，
本当に自分が目指すべき道を見つけるために，自分と向き合うこと
ができる有意義な 4 年間になることを保証します。

インタビュアー：岩田 小桃さん（弦楽専攻4回生※），
森光 惇友さん（弦楽専攻3回生※）※取材当時
取材日：2019年12月25日
取材場所：本学音楽研究棟

文屋先生とヴュルツブルク音楽大学にて

ヴュルツブルクの名所・マリエンベルク
要塞にて

ベルリン国立歌劇場管弦楽団のシンフォニーコンサート（2009）

４回生の春にドイツ留学の意思を固める
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作曲

学部での研究のさらなる展開を課題とし，
より多くのイベントに自主的に参加して，企
画や制作を経験しながら，作曲者として自
立することを目標としています。修了時は，
修士作品または修士作品と修士論文を提出
します。

指揮

指揮実習を中心に指揮法を探求することに
より，技術の熟成を図ります。また，各自の
レパートリーを形成し，広げることによって，
広く演奏分野で活躍できる指揮者を育成し
ます。修了時は，修士演奏または修士演奏
と修士論文を提出します。

各研究室において専門的な研究を行います。
修了時には，リサイタル形式による修士演
奏ᶗと修士論文の提出，またはそれに代わ
る修士演奏ᶘが課せられます。

クラス授業

歌曲演習には，ドイツ歌曲とフランス歌曲
のクラスがあり，各専門の歌曲を研究しま
す。声楽演習のクラスでは，宗教曲を題材
に演習を行います。

オペラ

オペラのクラスでは，オペラの公演を年１
回行います。オーケストラ伴奏つきの本格
的な舞台を一般公演として行います。（p.63
参照）

それぞれの専門分野をさらに深める研究を
行います。音楽学特殊研究，原典研究な
どの専門科目を履修するとともに，担当教
員の演習に参加して研鑽を積みます。また，
担当教員の個人指導のもとに専門的研究を
行い，修士論文を作成します。優れた成果
をあげた学生は，学会で研究発表を行うこ
ともできます。より専門的な研究を目指す学
生は，博士課程へと進みます。

日本の伝統文化を，音楽面を中心に研究し
ます。伝統音楽の理論・思想・歴史を深く
知るだけでなく，伝承の現場に参加し，観
察して体験を深めます。学び得た知識を論
文にまとめ，さらに一般向けにわかりやすく
提示する手段を実践的に学び，伝統文化に
おける音楽・芸能の理解を深めていきます。
学術的な深い理解を踏まえたうえで，伝統
音楽・芸能の伝承と実践をサポートできる
人材を育成します。

ピアノ

演奏技術・表現力の向上を目指すとともに，
理論的な考察・研究を行います。2019 年度
は Ravel のピアノ作品とChopin の練習曲
についての演習を行いました。課程の修了
に際しては，その成果を修士演奏ᶗ（80 分
程度のリサイタル）と修士論文の提出が義
務づけられます。また修士論文の提出の代
わりとして課程 1年目の試験で修士演奏 ᶘ
（60 分程度のリサイタル）を行うことも可能
です。

作曲・指揮専攻

声楽専攻

音楽学専攻

日本音楽研究専攻

器楽専攻

Graduate School of Music
Master 's Course

修士課程

［大学院］音楽研究科

弦楽

より高度な演奏技術・表現力を追求し作品
解釈のための研究や考察を行い，社会に貢
献できる音楽家を育てることを目的としま
す。修了に際しては，その成果を修士演奏
として発表します。演奏に加え修士論文を
選択することも可能です。

管・打楽

より高度な演奏法，さらに理論面での研究
を求めます。修了時には，独奏による修士
演奏ᶗ，室内楽による修士演奏ᶘまたは修
士論文の提出が課せられます。
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作曲・指揮

作曲作品の実作または指揮の実技と理論の
研究を通して，高度な作曲技法または指揮
法の修得を目標とします。そのために，作
曲と指揮の密接な関係を鑑みて，双方向か
らの実践的・理論的研究を行うとともに，
それらをとりまく歴史的，社会的，文化的
状況についても理解を深め，新たな音楽の
創造を図ります。
作曲では，創作を行うとともに，作曲理論
研究・音楽作品研究を深く究め，新たな音
楽の創造を図ります。
指揮では，広い視野に立って，芸術の中で
の指揮者の役割を研究します。また，指揮
法の技術向上に関する研究，指揮教育の今
後のさらなる発展のために，高度な能力を
有する研究者を養成します。

音楽学

音楽学諸分野の先端的研究の成果をふまえ
た，高度な音楽学研究の達成を目標としま
す。そのため，音楽史学・現代音楽論・音
楽心理学・音響心理学・民族音楽学に関す
る理論的研究を行うとともに，学際的・分
野横断的研究を積極的に推進し，新たな音
楽学研究の創造を図ります。
学生と指導教員などによる研究発表と討論
の場として「特別総合演習」が設けられてお
り，さまざまな専門領域のメンバーの参加
によって，研究の活性化をはかることが期
待されています。音楽学研究領域の学生は，
専門的研究の成果を学会で発表するととも
に，論文としてまとめ，学術雑誌へ寄稿す
ることを求められます。最終的には，高度
に専門的な研究の成果として，博士論文を
完成させ，博士号の取得を目指します。

器楽

器楽演奏の実技と理論の研究を通して，高
度な器楽演奏の修得を目標とします。その
ため，演奏作品および演奏法に関する実践
的・理論的研究を行うとともに，それらをと
りまく歴史的，社会的，文化的状況につい
ても理解を深め，新たな器楽演奏の創造を
図ります。

声楽

声楽演奏の実技と理論の研究を通して，高
度な声楽演奏の修得を目標とします。その
ため，演奏作品および演奏法に関する実践
的・理論的研究を行うとともに，それらを
とりまく歴史的，社会的，文化的状況につ
いても理解を深め，新たな声楽演奏の創造
を図ります。

研究領域

Graduate School of Music
Doctoral Course

博士（後期）課程
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教職課程とは

教育職員免許法に基づいて，教育職員免許状を取得するために必要
な単位を修得する課程です。免許状の取得を希望する場合，卒業に
必要な単位数のほかに教職課程の単位を修得することが必要です。
教職課程の意義を十分に理解し，履修方法や手続き等に間違いがな
いよう周到な計画と準備をして臨んでください。

※免許状の有効期限と更新制

2009 年 4月より，教員免許は更新制
（10 年）になりました。10 年ごとの
免許更新が必要です。

本学で取得可能な教職員免許状

教職課程履修スケジュール

 音楽学部  音楽研究科 修士課程

種類 教科 必要な実習・体験

中学校教諭一種 音楽 ・教育実習 ３～４週間
・介護等体験が必要

高等学校教諭一種 音楽 ・教育実習 ２週間

種類 教科 備考

中学校教諭専修 音楽 ・修士の学位を有する
・中学校教諭一種免許状を取得済み

高等学校教諭専修 音楽 ・修士の学位を有する
・高等学校教諭一種免許状を取得済み

※日本音楽研究専攻を除く

1 年次 ２年次 ３年次 ４年次

教職科目を登録・履修　教育実習までに取るべき科目に注意！

介護等体験

教育実習申込説明会 教育実習

２～ 4回生で実施（教育実習と同年度での体験は原則不可）

実習前年度
4月申し込み

体験前年度
10月申し込み

３・4回生で実施（介護等体験と同年度での実習は原則不可）
学校によっては 4回生でしか実習を受け入れない場合がある。

● 2 回生教職オリエンテーション
オリエンテーション出席者に「教職履修カルテ」を配布。
カルテの提出をもって，教職課程の履修登録とする。
毎年度初めにカルテを学生へ返却。各自の達成度や反省等を記入
し，1年を振り返るとともに目標を立てる。

教職実践演習
これまでに修得した知識・技能をもと
にして，さらに，教員として必要とされ
る資質能力を培う。
（教育実習履修済の学生限定）

［音楽］教職課程・資格

専門 教育心理学ほか

特任講師宇佐美 朋子

教職課程の担当教員

教職課程
音楽学部の教職課程履修について

「音楽科教育法」や「教職
実践演習」での様子。教
職実践演習では，チームご
とに学生がワークショップ
を企画・発表した。
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学
外
連
携

京都芸大は，「テラスのような大学」を目指して
います。テラスとは，外に向かって開かれ，多様
な人々が往来できる場所です。大学間や産業・地
域との連携を充実させ，さらには性別・年齢・国
籍・人種・宗教・性的指向・障がいの有無など社
会の多様性にも積極的に関わり，創造的な交差・
交流を「芸術」をエンジンとして活発におこなっ
て行くのが「テラスのような大学」です。いちば
ん大切なことは，テラスで受け取った刺激や情報
を，教員や学生たちそれぞれが吸収し，作品や研
究，演奏に昇華させていくことです。

https://www.kcua.ac.jp/profile/
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本学では，海外の大学との交換留学や教員交流，海外の著名な美術
家・音楽家を招く事業等の国際交流を行っています。
交換留学制度では，海外のトップレベルの協定校と学生の相互派遣
を行っているほかに，一般の学生，本科留学生，研究留学生として海
外からの学生を受け入れており，学内の国際化に力を注いでいます。
2019 年度には無料日本語講座を開講するなど，海外出身の学生がよ
り学びやすい環境づくりに取り組んでいます。
また，京都市の国際交流機関との連携を図り，海外で活躍する美術家・
音楽家・研究者等を招き，学生・教員共に国際的な視点をもち，共
同研究や公演を実施するなど，積極的な国際交流を展開しています。

交換留学制度

本学では，海外各地の美術・音楽関連大学と交換留学協定を結び，
学生の相互派遣を行っています。
交換留学生として，美術学部・美術研究科の学生は 1セメスター（1
学期），音楽学部・音楽研究科の学生は１～２セメスターの期間，協
定校に留学することができます。交換留学は，豊かで幅広い芸術体験
を積むとともに，現地生活の中で国際的な感覚を身につけることがで
きる貴重な機会です。また，協定校からさまざまな地域出身の学生を
本学に受け入れ，国際交流の推進力となっています。
2019 年度からは，新たに美術研究科がポーランドのポズナニ芸術大
学と協定を結び，2020 年度からは音楽学部・音楽研究科がチェコの
プラハ芸術アカデミーと，美術学部・美術研究科がノルウェーのベル
ゲン大学美術・音楽・デザイン学部とそれぞれ協定を結ぶなど，着実
に国際交流の輪を広げています。

学外連携

ウィーン国立音楽大学との交流公演にて

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（イギリス）での留学生展示の様子

Internat ional Programs

国際交流

交換留学制度ほか積極的に交流を展開

韓国総合芸術大学校の学生による大学紹介
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1900（明治 33）年，竹内栖鳳教諭がパリ万博を視察。翌 1901（明治 34）年 7月，
ベルリン皇立美術学校へ生徒作品を贈りました。12月にはベルリンの同校より同じ
く生徒作品の寄贈を受けるといった作品交換による国際交流を行っています。

UK｜イギリス
英国王立音楽大学（ロンドン）

Austria｜オーストリア
ウィーン国立音楽大学（ウィーン）

Czech Republic｜チェコ
プラハ芸術アカデミー（プラハ）

Germany｜ドイツ
フライブルク音楽大学（フライブルク）

Norway｜ノルウェー
ベルゲン大学グリーグ・アカデミー音楽学部
（ベルゲン）

Republic of Korea｜韓国
檀国大学校 音楽大学（龍仁市）

Taiwan｜台湾
国立台北芸術大学音楽学院（台北市）

UK｜イギリス
英国王立音楽大学（ロンドン）

Austria｜オーストリア
ウィーン国立音楽大学（ウィーン）

Czech Republic｜チェコ
プラハ芸術アカデミー（プラハ）

Germany｜ドイツ
フライブルク音楽大学（フライブルク）
ブレーメン芸術大学（ブレーメン）

Norway｜ノルウェー
ベルゲン大学グリーグ・アカデミー音楽学部
（ベルゲン）

Republic of Korea｜韓国
檀国大学校 音楽大学（龍仁市）

Taiwan｜台湾
国立台北芸術大学音楽学院（台北市）

国立高等美術学校（フランス）

ベルゲン大学美術・音楽・デザイン学部（ノルウェー）

韓国芸術総合学校（韓国）

ポズナニ芸術大学（ポーランド）

Italy｜イタリア
ミラノ工科大学（ミラノ）

France｜フランス
国立高等美術学校（パリ）
国立高等装飾美術学校（パリ）

Norway｜ノルウェー
ベルゲン大学 美術・音楽・デザイン学部
（ベルゲン）

Canada｜カナダ 
ナスカド大学（ハリファックス）

Republic of Korea｜韓国
韓国芸術総合学校（ソウル）

UK｜イギリス
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（ロンドン）

Italy｜イタリア
ミラノ工科大学（ミラノ）

France｜フランス
国立高等美術学校（パリ）
国立高等装飾美術学校（パリ）

Norway｜ノルウェー
ベルゲン大学 美術・音楽・デザイン学部
（ベルゲン）

Finland｜フィンランド
アールト大学 芸術・デザイン・建築学校
（ヘルシンキ）

Poland｜ポーランド
ポズナニ芸術大学（ポズナニ）

Canada｜カナダ
ナスカド大学（ハリファックス）

Republic of Korea｜韓国
韓国芸術総合学校（ソウル）

China｜中国
中央美術学院（北京）

Australia｜オーストラリア
シドニー大学 美術学部（シドニー）

■ 美術学部の協定校 ■ 音楽学部の協定校

■ 美術研究科の協定校

■ 国際交流の始まり

■ 音楽研究科の協定校

フライブルク音楽大学（ドイツ）

英国王立音楽大学（イギリス）



留学全般の相談

インターナショナル・コーディネータは，学生の交換留学に関するコー
ディネート業務や，留学全般の相談を受け付けています。また，留学
や語学に関する資料を備えた国際交流室 *では，海外の大学情報の
ほか，過去の派遣留学生によるレポートを閲覧することができます。
*資料閲覧・相談には事前予約が必要です。また定期的に開室し，飛び入りでの留学
相談も行っています。

インターナショナル・コーディネータ（教務学生課学生・国際担当）
・TEL 075‒334‒2721（月‒金　9：00‒17：00）
・FAX 075‒334‒2345
・Email intl-r@kcua.ac.jp

交換留学生の派遣・受け入れに留まらず，本学では国際的に活躍す
る芸術家，研究者等を招き，さまざまな交流事業を実施しています。

【美術学部・美術研究科】　
提携校である中国中央美術学院をはじめ，海外から多くの視察を受け
入れ，意見交換やワークショップの開催など，専攻ごとにさまざまな
交流を行いました。
12月には，本学で学ぶ留学生（交換留学生・修士課程の留学生・
研究留学生）による展覧会を開催。イギリス，韓国，キプロス , 台湾，
中国，フィンランド，フランス，ポーランドからの留学生 33 名の成果
が一堂に会し，国際色豊かな絵画・デザイン・工芸などの力作が並
びました。
30 回目の開催となった本展では，新たな試みとして，本学学生が参
加留学生に対して事前インタビューを行ったうえで，開催初日のギャラ
リートークを留学生と共同で行うなど，学内の国際化へと向けた取り
組みのプラットフォームとして，発展的に成長を遂げています。

国際交流事業 ■2019 年度の事業

学外連携

留学生展の様子

写真：大島拓也

中央美術学院からの訪問の様子

ベルゲン大学（ノルウェー）学生寮の様子 帰国報告会（音楽）

帰国報告会（美術）国立高等装飾美術学校（フランス）留学の様子
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【音楽学部・音楽研究科】　
日本－オーストリア国交 150 周年を迎え，提携校であるウィーン国立
音楽大学と共同で，両大学の教員と学生が京都・ウィーンを相互に訪
れ，各地でオペラ公演を開催したほか，著名な演奏家による特別講座
を計 12 回開催するなど，活発な国際交流を行いました。
また，「日台おこしやす実行委員会」の主催により，本学において台
南應用科技大學と共同で日台青少年交流音楽会を開催するなど，外
部機関との連携も行っています。

【日本伝統音楽研究センター】　
山東音楽学院との新たな交流協定の締結や，スタンフォード大学との
能の共同研究として，ウェブサイト「インターメディアとしての能」を
完成。その記念シンポジウム「デジタルヒューマニティーズの未来へ」
を2020 年３月に京都で開催するなど，さまざまな地域との研究連携を
行っています。

学長室にて，留学生への修了証の授与留学生との交流パーティー

ウェブサイト「インターメディアとしての能」日台青少年交流音楽会の様子

山東音楽学院との交流協定の締結ウィーン国立音楽大学との交流公演「ゴシック・オペラ 勇敢な婦人」
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Guest Professor

客員教授

総勢 24 名の客員教授による授業のほか特別授業も

インゴマー・ライナー氏指揮・監督によるバロック・オペラ「勇敢な婦人」公演
（2019.11.21）

須川展也氏による学内リサイタル
（2019.6.5）

尾高忠明氏の指揮による第 159 回 定期演奏会
（2018.12.9）

ハンスイェルク・シェレンベルガー氏によるオーボエマスタークラス
（2019.5.21）

学生が大学で学ぶ上で，芸術分野はもちろんのこと，幅広い分野に
おいて国際的な感覚を身につけることが重要です。その素養を身に
つけるため，世界を舞台に活躍する作家・演奏家・研究者など，多
彩なアーティストを講師として本学にお招きしています。学生は，授
業において，客員教授，特別講師から技術指導や研究への助言を
受けたり，専攻を超えて開催される講演会に参加したりすることで，
自らの視野を広げる貴重な機会が得られます。

客員教授による授業

学外連携
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特別授業 客員教授のほか，特別講師を招聘しての特別授業も年間で 15 回程度開催しています。

ジョバンニ・アレヴィ氏によるピアノマスタークラス
（2019.7.2）

ニハン・アタレイ氏によるフルートマスタークラス
（2019.7.2‒3）

羽田康一氏「古代ギリシアのブロンズ鑄造技術
‒ 現代とは異なる素材と技術の再現」（2019.10.17）

テキスタイルデザイナー
皆川 魔鬼子

パーカッショニスト
中村 功

音楽学者（歴史的演奏法研究）
インゴマー・ライナー

長唄三味線方
今藤 政太郎

日本画家
森田 りえ子

演奏家・教育者
パスカル・ドゥヴァイヨン

サクソフォニスト
須川 展也

オルガン・チェンバロ奏者
ヤロスラフ・トゥーマ

指揮者
尾高 忠明 

オーボエ奏者・指揮者
ハンスイェルク・
シェレンベルガー

音楽学者
時田 アリソン 

美術評論家・詩人
建畠 晢

能楽金剛流 26 世宗家
金剛 永謹

指揮者
大友 直人

音楽学者
山田 智恵子

建築家
門内 輝行

美術家
森村 泰昌

社会起業家
久能 祐子

教育者（美術解剖学）・画家
サラ・シンブレット

彬子女王

指揮者
広上 淳一

ユーフォニアム奏者
外囿 祥一郎

美術評論家・詩人
篠原 資明

指揮者
秋山 和慶
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カザラッカコンサート
小学生をはじめ地域の方々にクラシック音楽を身近に感じてもらうことを目
的に，音楽学部の学生有志が，地元の桂坂小学校で演奏会を開催していま
す。

地域のイベントへの協力
毎年，下京区や西京区で行われる地域のイベントなどで，音楽学部生によ
るステージ演奏や，美術学部生による似顔絵ブース出店などを行っていま
す。

北山駅アート作品展示
地下鉄北山駅からコンサートホールへ続く地下通路に，授業課題として制
作した「京都コンサートホールに響く音楽」をテーマとした作品を毎年展示
しています。

本学では，歴史都市・京都の文化芸術の裾野を広げ，また，個性と
魅力を一層高めることを目的として，他大学や産業界，行政機関，地
域団体との学外連携事業に取り組んでいます。

こうした取り組みを通じて，本学の教育研究成果と140 年に及ぶ歴史
を重ね蓄積してきた芸術的資産の社会還元に努めており，参加する学
生たちは多くの学びを得ています。

Regional Col laborat ion

地域連携
学外連携

京都の産業界，行政機関，地域団体と繋がる

クロックタワーコンサート
京都大学との連携事業として毎年実施しています。
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四条通地上機器美装化デザイン
京都市，四条繁栄会商店街振興組合との連携事業として，四条通の地上
機器に華やぎや街歩きの楽しみのために，ビジュアル・デザイン専攻が磁
器板を制作しました。

キリン一番搾り 期間限定コラボショップの展開
京都市，キリンビール株式会社との連携事業として，期間限定コラボショッ
プの店内装飾等の制作をビジュアル・デザイン専攻で取り組みました。

京都駅ビル開発株式会社との連携
京都駅ビル開発株式会社との連携事業として，京都駅ビル東広場で，本学
卒業生および本学にゆかりのある若手作家が展示を行うとともに，本学学
生を含む電子音楽ミュージシャンが演奏会を行いました。 また，京都駅ビ
ル東広場の活性化方策について，環境デザイン専攻が「デザイン基礎」の
授業で取り組み，「憩いの場」の提案を行いました。

祇園祭関連での取り組み
巡行復帰を目指している「鷹山」の衣装等のデザイン・制作を学生が行い，
鷹山保存会に寄贈しました。また， 祇園祭宵山で観光客などに配布される
うちわの表面のデザインを，毎年，デザイン科 1 回生の授業課題で制作し，
最優秀デザインによるうちわが翌年の祇園祭で配布されます。

小学校・中学校でのワークショップ
京都市内の小学校に赴き， 児童が水墨画等の制作を体験するワークショッ
プを行っています。教材やテキストは学生たちが授業の中で制作したもの
を使用するなど，学生や卒業生が講師となり指導するかたちで取り組んでい
ます。

卒業生が小学校でアーティスト・イン・レジデンス
西京区と下京区の小学校において，本学卒業生・修了生がレジデンス作
家として活動しています。小学校の空き教室などを制作スペースとして利用
させていただき，児童たちとも交流しながら日々の制作活動に励んでいま
す。レジデンス作家たちは小学校の作品展にも参加しています。

産学連携

小・中学校・高校等との連携
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Satel l i te Gal lery

学外施設

開かれた芸術文化創出の交流の場

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA（アクア）は，多くの方に作品を鑑賞していただく場
として，また本学の活動成果を公開する実験的発表の場として，堀川御池ギャラリー内に
2010 年 4 月にオープンしました。「@KCUA」は本学の英語表記 「Kyoto City University 
of Arts」 の頭文字をもじったもので，ラテン語の「アクア＝水」となります。生命を養う水
のように，芸術が人々の暮らしに浸透し，創造力豊かな社会に貢献するという本学の理想
を表現しています。
@KCUAでは，当ギャラリー学芸員の企画による特別展のほか，本学の研究成果発表展な
らびに教員・在学生・卒業生による企画展など，年間約 10 本の展覧会を開催しています。
そのほか，国内外で活躍するアーティストを講師に迎えた若手アーティスト対象のワーク
ショップや，大学移転整備プレ事業の実施など，展覧会だけにとどまらず，多岐にわたる
活動を実施しています。

URL｜http://gallery.kcua.ac.jp
開館時間｜11:00‒19:00
休館日｜月曜日（祝日の場合は翌火曜日）
問合せ｜075‒253‒1509

@KCUA の役割
① 芸術文化創出の人材交流の場とすること
② 芸術資源の連携活用のサテライト機能
　 を果たすこと
③ 教育・研究成果を広く市民へ公開すること

ジョーン・ジョナス《Five Rooms For Kyoto: 1972‒2019》 2019　写真 : 来田 猛

ジェン・ボー《Dao is in Weeds 道在稊稗／道（タオ）は雑草に在り》 2019　写真 : 来田 猛

ギャラリー・アクア

学外連携
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日本伝統音楽研究センター 80
芸術資源研究センター  82

研
究
セ
ン
タ
ー

本学には 2 つの研究センターがあります。今年
開設 20 周年を迎え，日本の伝統音楽を総合的
に研究する国内唯一の公的研究機関である「日
本伝統音楽研究センター」。2014 年に設置され
た，芸術作品や各種資料を芸術資源として捉え
直し，将来の新たな芸術創造につなげることを
目的とする「芸術資源研究センター」です。

http://www.kcua.ac.jp/arc/

https://rcjtm.kcua.ac.jp/
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Research Inst i tute for Japanese Tradit ional Music

日本伝統音楽研究センター

創設 20 周年，世界的に注目を浴びる研究機関へ

日本伝統音楽研究センター（通称：でんおん，伝音センター）は，
2000 年に本学の新研究棟の竣工と同時に創設され，20 年の歴史
を歩んできました。
日本伝統音楽に関する情報・研究成果を発信する体制が軌道に乗り，
さらに国際的な研究活動・交流が進展した今，伝音センターは，伝
統音楽・芸能に特化した，貴重な資料の宝庫をもつ研究のメッカと
して世界的にも注目されるようになりました。
現在，国内では国際日本文化研究センター，海外ではアメリカのス
タンフォード大学音楽学部，スイスのジュネーブ高等音楽学院と協
定を結び，さらに中国の音楽学院との協定の締結を進め，共同研究
や講演会・コンサートの開催など，さまざまな活動を行っています。

2013 年，大学院音楽研究科修士課程に日本音
楽研究専攻（１学年定員３名）を設置したことで，
専任教員と非常勤講師（特別研究員）が学生教
育にも携わることになりました。
日本音楽研究専攻は，教育内容を基礎領域・特
殊領域・応用領域の３つの領域に区分し，独自
の段階的な学生教育を行っています。特に史資
料の解釈，フィールドワーク，実技など，複数の

アプローチを通じて対象をより深く理解すること，
市民講座等の実践活動を通じて，広く社会に対
して研究内容を提示できるようになることを重視し
ています。これまでに８人の学生が修士論文を提
出して学位を取得し，社会に出て活躍しています。
学生の存在は，伝音センターの活動に活気をも
たらします。近年は国際交流の進展にともなって，
外国人留学生が増え，にぎやかになってきました。

伝統音楽・芸能に特化した貴重な資料をもつ
研究のメッカとして

研究センター

伝音センター公式ウェブサイト

公開講座等の最新イベン
ト情報のほか，論文や動
画等のアーカイブが閲覧
いただけます。

日本音楽研究専攻（修士課程）

https://rcjtm.kcua.ac.jp

でんおん連続講座「常磐津節実践入門」受講者と「常磐津部」との合同試演会の様子

第 55 回公開講座「語りの立体化そして復曲 ー狂言，能，題目立ー」（2019 年 11月16日）
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全国的・国際的レベルの研究センターとして

日本伝統音楽に対する「知」と「魅力」を共有するために

主な活動①

主な活動②

伝音センターの施設 出版物

所長 准教授教授 准教授教授 講師渡辺信一郎 武内恵美子藤田 隆則 田鍬 智志竹内 有一 齋藤 桂

SP・LPレコード，オープンリールテープ等に収
録されている無形文化財の音源をデジタル化し，
公開活動を進めています。

日本の伝統音楽およびその研究活動を伝えるた
めに，毎回，学外から演奏家や研究者などの豪
華ゲストを招き，年３回程度開催しています。

収蔵資料数は約 4万 1千点。本学の教職員，
学生のほか，調査研究のために必要な方も閲覧・
視聴いただけます。

年間で計 50 名ほどの共同研究員や演奏家が招
聘され，さまざまなジャンル・方法の調査研究を
行っています。

SPレコード等に残された音源を紹介する無料講
座です。日本の伝統音楽に触れるのは初めてと
いう方にも気軽に受講していただけます。

年に数回，特定の研究テーマで文献・楽器・パ
ネル等の展示を行っています。

紀要・所報・研究報告書等の学術出版物や，公
開講座の様子が収録されたDVD 等を制作し，
公開講座等の成果内容を，国内外の研究者およ
び市民との情報共有と交流に役立てています。

文献資料を収蔵する「資料室」では，学芸員と
司書が日々地道な作業を続け，学術的研究の啓
蒙普及と公開に貢献しています。

専門的なテーマを扱う講座です。演奏などの実
演を交えた説明と，歴史的資料，口伝書，楽譜
等の演奏資料を読み進め，理解を深めます。

収集と保存

公開講座

図書室

調査と研究

伝音セミナー

展観ギャラリー 紀要・所報・研究報告書・DVD等

公開と啓蒙

でんおん連続講座

非常勤講師 薗田 郁　出口実紀　光平有希

専門 中国楽制史 専門 民族音楽学 専門 日本音楽文化史 専門 音楽学専門 三味線音楽 専門 音楽史学・民間藝能
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Archival Research Center

芸術資源研究センター

芸術創造のための資源を集めた「創造のためのアーカイブ」

芸術資源研究センター（略称：芸資研，英語表記：
Archival Research Center) は，文化芸術都市・京都
に受け継がれ，また新たに誕生する芸術作品や各
種資料などを「芸術資源」として包括的に捉え直し，
記録の保存・活用を意味するアーカイブの手法を取
り入れ，新たな芸術創造を生み出すための調査・研
究機関として，2014 年 4月に発足しました。
日常的にさまざまな作品や資料を生み出している芸術
大学は，ひとつの巨大なアーカイブと言えます。芸資
研では，これからの芸術創造のための資源となりうる
ものを集めた「創造のためのアーカイブ」を育みます。
1880 年の京都府画学校創立から140 年を迎える本
学の歴史の中で培われ，現在も生まれつつある教育・
研究の成果が，将来の芸術文化・教育の発展に寄
与することはもちろんのこと，美術や音楽といった芸
術の分野を越え，相互が出会うことにより，これまで
にない新しい芸術が京都に生まれ，拓かれることを
目指します。
芸資研では，こうした本学独自の新しいアーカイブ理
論に基づく基礎研究を進めると同時に，本学の特色
や土壌を生かした重点研究に取り組んでいきます。

塩見允枝子特別授業「『時間と空間に分け入る』～フルクサス作品の演奏をとおして～」
（2019 年 10 月 30 日）

うつしから読み取る技術的アーカイブ
「高細密複写」と違い，「写し」や「模写」はその行為を通じ作品の背景を読み解き，技法，素材を後世へと引き継
ぐ大事な役割があります。「写し」「模写」を技術，技法，素材から考察し，そのアーカイブの可能性と汎用性を模
索します。

総合基礎実技アーカイブ
総合基礎実技（p.12 参照）の課題と成果を資料化し，
芸術教育に新たな展望を開くことを目指します。

崇仁小学校をわすれないためにセンター
京都市崇仁地区では，2023 年の芸大移転にともなっ
て，建築物やモノや風景のありようが，急速に変化し
ています。記憶を呼び起こす物質的な「よすが」と，
それによって喚起される個々人の記憶の両方を創造的
に記録・保管・継承する方法を，コミュニティ・アー
カイブ的な手法を用いながら実践的に研究します。

研究センター
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基礎研究

これまでのアーカイブ研究会 進行中のプロジェクト例

重点研究

教授教授 教授 准教授
美術学部・美術研究科 音楽学部・音楽研究科 日本伝統音楽研究センター

佐藤 知久山本 毅森野 彰人 武内恵美子

彬子女王　森村泰昌　塩見允枝子　加治屋健司

石谷治寛　高嶋 慈　滝 奈々子　竹内 直　山本真紗子

アーカイブとは，従来の公文書館から芸術表現の方法まで，さまざまな意味で用いられています。芸
資研では，芸術および芸術大学におけるアーカイブの可能性を検討し，その理解を深めるために，識
者を招いたアーカイブ研究会を随時開催しています。

重点研究とは，多様な専門分野をもつ学内外
の研究者が時限的に推進する研究で，プロジ
ェクト・リーダーが中心となり，一人もしくは数
人の研究者からなる研究チームによって実施し
ています。現在，以下の研究を行っています。

第 28 回「ロマの進行形アーカイブとしてのちぐはぐな住居」
講師：岩谷彩子（京都大学大学院人間・環境学研究科准
教授）（2020 年 2 月 18 日）

バシェの音響彫刻
プロジェクト
1970 年の大阪万博
で制作された 17 基
のバシェの音響彫刻
のうち，これまでに
修復された 6 基の
音響彫刻の構造と響
きを体系的なアーカ
イブに残し，部材の
劣化を防ぐメンテナ
ンスを施すと共に，
まだ復元されていな
い部材についても調
査します。またそれ
らを用いた新たな創
造活動の可能性を
探っていきます。

第 27 回「このまえのドクメンタって結局なんだったのか？！」
講師：石谷治寛（芸術資源研究センター非常勤研究員）
（2019 年 12 月 17 日）

伝統音楽の記譜法からの創造
西洋音楽の記譜法，日本の伝統音楽や民俗芸能を研究
し，その解析や再現を進めます。同時に，作品や創作プ
ロセスを含めて記譜法を広く捉え直し，記譜を新たな芸
術創造の装置とみなし，表現の多様性を探ります。

第 25 回「《シャンデリア》自作を語る̶近代歴史の中で生
き残った人々の話から」講師：裵相順（アーティスト）
（2019 年 10 月 8 日）

第 26 回「parallax（視差）―『向こう側』から日本を見る」
講師：高嶋慈（芸術資源研究センター非常勤研究員）
（2019 年 10 月 24 日）

富本憲吉アーカイブ・辻本勇コレクション
富本憲吉記念館創設者の辻本勇氏からコレクションの寄
贈を受け，本学の前身である京都市立美術大学に陶磁
器専攻を創設した元学長・富本憲吉ゆかりの書簡等の
資料を調査研究し，中間成果として書籍「富本憲吉『わ
が陶器造り』」を刊行しました。

芸資研は，京都芸大が所蔵する芸術作品や各種資料を中心に芸術資源を調査し，創造的に活用する
ために研究しています。芸術資料館や附属図書館と連携しつつ，学内各所に点在する芸術資源の目録
作成を進めると同時に，将来的には京都を中心とした学外の芸術資源も含めて，その創造的な活用
を推進したいと考えています。

アーカイブの発想や方法は，芸術教育においても有効です。芸術家は，芸術作品によって構成される
芸術の歴史を踏まえて制作してきましたが，現代の芸術家が制作時に向き合う多様な情報環境は，芸
術作品に限定されない資料や情報を含んだアーカイブにたとえることができます。現代社会にふさわ
しい創作能力を育成するために，アーカイブの発想や方法を芸術教育に取り入れたいと考えています。

アーカイブ理論の研究

芸術資源の調査収集と活用

教育の場での活用

特別招聘研究員所長 副所長 副所長 専任研究員

非常勤研究員

芸資研 公式ウェブサイト

http://www.kcua.ac.jp/arc/（専門 文化人類学）



84

日本伝統音楽研究センター

芸術資源研究センター

（上）「崇仁小学校展｜記憶のひきだし/
見返りすうじん」展示風景（2020 年 3月
20日～ 31日）
（左）実演付講演会「古琴の記譜法と奏
法の関係性」（2019 年 11月7日）
（右）古橋悌二《LOVERS‒ 永遠の恋人た
ち》展示・修復資料展示（2016 年 7月
9日‒24日）（撮影・表恒匡）

（上）第 56 回公開講座「240 年を経てよ
みがえる常磐津二題―常磐津家元所蔵浄
瑠璃本の修復と復曲―」（2020年２月９日）
（左）第 52 回公開講座「学校教育に能を !
〈羽衣〉」 (2018 年 12月25日 )
（右）令和元年度 第９回伝音セミナー　
「三味線音楽のイントロダクション」(2020
年１月９日 )

研究センター
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学びの場・創造の現場である沓掛キャンパスの施
設，充実したクラブ活動，国公立の芸術系大学と
の交流など，伝統ある京都芸大ならではの施設や
交流があります。学生生活や卒業後の進路につい
ても積極的にサポートしています。

https://www.kcua.ac.jp/student/
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蔵書は，芸術に関する専門的図書，雑誌を
中心に約 13 万冊に及んでおり，小合文庫，
長崎文庫，高山文庫など特色のあるコレク
ションも揃っています。7,000 点を超える視
聴覚資料は，AV コーナーやグループで使
用できる視聴覚室で利用することができるほ
か，所蔵の楽譜をピアノで演奏するための
試奏室などの施設も備えています。閲覧室
には，100 席の閲覧席を設置。OPACや国
立情報学研究所の総合目録データベース検
索が可能です。自習室も備えています。

※京都市内に在住または通勤の方の利用が可能で
す。学外の方の利用方法について詳しくは図書館
事務室（075‒334‒2233）までお問合せください。

Universi t y l ibrary

Universit y faci l i t ies

附属図書館

大学施設
キャンパスライフ

自然に囲まれた静かな環境で，各々の課題に取り組む

芸術資料館は，1991 年に設置された大学
博物館（美術系博物館）で，博物館相当施
設の指定を受けており，本学の博物館実習
の受け入れ施設となっています。
収蔵品は，学生の卒業作品と旧教員の作品
および美術工芸に関する参考資料で，1880 
年に開校した京都府画学校以来の 140 年に
およぶ歴史を受け継ぎ，写生や粉本を含め
た総数は約 4,300 件に上ります。学内での
教育活動はもとより，陳列室やギャラリー・
アクアでの一般公開，展覧会への貸出しな
どによって，広く利用に供しています。京都

▶ 開館時間 9:00‒17:00
▶ 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）休館
▶ 入場無料
▶ 問合せ 075‒334‒2232

芸術資料館 利用案内

Art Museum & Col lect ion

芸術資料館

N

映像スタジオ棟

大学会館彫刻棟

音楽棟新研究棟

染織棟漆工棟 講堂

陶磁器棟 中央棟

アトリエ棟

大ギャラリー
芸術資料館

附
属
図
書
館

と本学の歴史に根ざした調査研究活動を通
じて，積極的に作品と関連資料の収集を行
い，近世から現代に至る貴重な資料の保存
機関として，活動成果の社会への還元を目
指しています。
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入学式や卒業式などの式典のほか，音楽
学部・音楽研究科の公開試験や試演会か
ら，オーケストラや室内楽のコンサート，
本格的なオペラまで，幅広い演奏会に使用
され，学生たちに親しまれています。学生
が使用するときは，専門のスタッフから照
明や音響の指導を受けることもできます。

1～ 5階が大学院博士（後期）課程の研究
室やアトリエ，6 ～ 8 階は日本伝統音楽研
究センターが設置されており，いずれも高度
かつ特殊でありながらもユニークな研究機
関が集合しています。（新研究棟のほかにも博
士課程の附属棟として，立体工房，陶磁器研究棟，
映像スタジオ棟が学内に設置されています）

芸大ギャラリ―には「大ギャラリー」と「小
ギャラリー」があります。大ギャラリーは中
央棟 1 階にある本学のメインギャラリー，
小ギャラリーは大学会館にあるガラス張り
の壁が印象的なギャラリーです。どちらも
各専攻ごとに展示を行うだけでなく，部活
の仲間や友人など，複数の専攻の学生た
ちがグループ展を企画できる自由な制作発
表の場となっています。学内のみならず，
広く学外の方々へ向けて成果が発表できる
オープンな空間です。

大ギャラリー

Research centre Gal ler yAuditor ium
新研究棟 芸大ギャラリー講堂

芸術資料館収蔵品展は，文化勲章受章者も
輩出してきた本学卒業生の作品から，中世・
近代の美術工芸の参考資料まで，多彩な収蔵
品の中から，テーマを設けて展示しています。
卒業作品では，1894 年の京都市美術学校
工芸図案科作品が最も古く，現在も選択
的に受け入れを行っています。戦前は絵画
科（日本画）と図案科の卒業作品が遺され，

芸術資料館の収蔵品

村上華岳《二月の頃》1911 年

▶　卒業作品 ▶　参考品 ▶　その他絵画資料・文書など

稲垣仲静《豹》1917 年

竹内栖鳳《鶏》1903 年

《色絵七宝透文手焙》江戸時代中期

土佐光茂《足利義晴像》室町時代
（土佐派絵画資料）

富本憲吉《白瀧しほ宛葉書》1916 年

戦後には大学の編制・カリキュラムの多様
化に伴い洋画や彫刻，陶磁器をはじめ他分
野の作品も増加しました。
卒業作品以外の資料を参考品と呼んでいま
す。明治後期から大正期にかけて，教育用
資料として絵画，陶磁器，染織，漆工作品
が数多く収集されました。戦後は大学に陳
列館が設けられ，教員の作品も収集される

ようになりました。
近世から近代にかけて京都で活躍した土佐
家・望月家の絵画資料や，卒業生や旧教員
たちの手による下絵・素描類など絵画制作
に関連する資料も多数所蔵しています。
文書資料では，本学出身の画家たちと交流
のあった塩崎家の書簡資料などがあります。
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キャンパスライフ

大学会館 情報スペース

大学会館の中には，「芸術資源研究セン
ター」が研究スペースを構えるほか，演奏
や上映，展示などにも使える円形の「ホー
ル」をはじめ，講演会など多目的に利用で
きる「交流室」，作品の展示も可能な「ホワ
イエ」や「小ギャラリー」，コンピュータを使っ
た美術や音楽の制作・実験ができる「情報
スペース」があります。屋外には円形ステー
ジがあり，イベント等で活用されています。

大学会館 2階の情報スペースは，芸術表現
におけるコンピュータを活用した教育・研究
を行うための施設で，画像合成，3DCG，
映像・アニメーション制作，デバイス制御プ
ログラミング，楽譜作成，音楽制作，レコー
ディング等，コンピュータを活用した新たな
表現の可能性を発見する場として機能してい
ます。
グラフィックワークステーションをはじめ PC
（Windows/Mac），3Dスキャナ，モーション
キャプチャー，イメージスキャナ等の入力機
器，大型プリンタ，レーザープリンタ，カッティ
ングプロッター，3Dプリンタ等の出力機器，
サラウンド音響編集システム，４K映像編集
システム等の機材が設置されています。
また，デジタル一眼レフカメラや４K対応ビ
デオカメラ及びそれらの周辺機材，録音機
器やデジタル音源等の音響関連機材も取り
揃えており，コンピュータと連携活用するこ
とにより作品制作・研究に活かすことが可
能です。
これらの機器の利用に際しては，常駐する
専門スタッフの指導を受けることができます。

ホール

ホワイエ

コンピュータミュージック室情報演習室３
画像編集・２DCG・映像・web 制作，大型印刷

情報演習室１
画像編集・２DCG・映像・web 制作，印刷

情報演習室２
３DCG・映像・音響制作

交流室

大学会館 外観

Universi t y hal l

大学会館

小ギャラリー 小ギャラリー外観
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学生相談室では，専門のカウンセラーによるカウ
ンセリングを毎週 3日行っています。学業や将来
のこと，友人や恋愛など，学生生活を送るうえで，
悩みはつきもの。プライバシーは厳守しますので，
お気軽にご相談ください。

保健室には，保健師が常駐し，学生の心身の健
康や安心をサポートしています。ケガや病気の処
置はもちろんのこと，健康上の不安や心の悩み
などの相談窓口にもなっています。また，毎年す
べての学生に対して健康診断を実施しています。

キャンパス・ハラスメント相談窓口では，大学内
でのセクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハ
ラスメントが起こってしまったときに，学生からの
被害の相談や申し出を受付け，迅速に対応しま
す。相談窓口は学内と学外にあり，学内はキャン
パス・ハラスメント相談員，学外は専門のクリニッ
クで対応しています。

教員が研究室などで，学生からの質問や相談に
応じる“オフィスアワー ”。美術学部・音楽学部
のすべての専任教員が設けています。
学部・専攻に関わりなく，どの教員にでも聞くこ
とができるので，例えば，美術学部の学生が，
作品で使用する音楽について，音楽学部の教員
に相談することもできます。

学生相談室

保健室

キャンパス・ハラスメント相談窓口

オフィスアワー

おなかが空いたら，食堂でご飯を食べよう! 
安くてボリュームがある日替り定食は大人
気。講義や制作・練習の合間に友達とおしゃ
べりするスペースにもなっています。

学内の購買では，お昼ごはんのおにぎりや
サンドイッチ，小腹が空いたときのおやつの
ほか，画材や文房具，京芸オリジナルグッ
ズなどを揃えています。

食堂相談窓口

購買

各種割引・機材の貸出し

在学生は下記の割引制度を受けられるほ
か，必要な機材を借りることができます。

大学会館にて撮影・録音機器，プロジェクター
等を貸出しています。プロジェクターは学生支援
担当窓口でも貸出しています。

▶ 旅客運賃割引証
片道の区間が100㎞を超える旅行を行う場合に
使用できるJRの学割証を発行します。
▶  キャンパスメンバーズ
京都国立博物館，国立の各美術館で学生証を提
示すると割引等があります。
▶ 京都市キャンパス文化パートナーズ
入会手続き（無料）を行うと，京都国際マンガ
ミュージアム，二条城等の文化施設で割引等が
あります。

Student l i fe suppor t

学生生活サポート

悩みを軽くして学業に専念してほしい

割引制度

機材の貸出し
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Career Design Center

キャリアデザインセンター

芸術大学を卒業したら，その先はどうなる？

入学と同時に気になる将来のこと。しかし，本学には
約 140 年の長きにわたって才能あふれる人材を世に
送り出してきた実績があります。
芸術家だけでなく，皆さんが思う以上に幅広い分野
の第一線で活躍している先輩たちがたくさんいます。
学生時代に身につけた創造する力は，広く世界にそ
の可能性が開かれているのです。キャリアデザインセ
ンターは皆さんを求めている社会とあなたをつなぐ橋
になりたいと思っています。

＊京都市芸術新人賞の選出基準：京都市内を活動拠点
とし，文化芸術の分野における功績がある新人で，将
来において更なる功績を挙げることが期待されるもの。

受賞者に占める本学卒業生
　過去５年　１９名／３７名（５１．４％）
　過去３年　１５名／２７名（５５．６％）

アーティストとして芸術活動を続けるた
めの支援，大学で学んだことを生かして
就職したい人・起業したい人の支援を
行なっています。

京都市芸術新人賞 * 受賞者の
半数以上が本学卒業生です。

キャリアデザインセンター　☎ 075‒334‒2348／career@kcua.ac.jp

さまざまな分野の卒業生を紹介する広報物「瓦版」

卒業生による講演会「10 年後の京芸生」（2019 年 10 月 9 日）

キャリアデザインセンターでは，一人一人が「自分の
生きかた」を考えるお手伝いをします。芸術活動の継
続的かつ体系的な支援や，在学生や卒業生を対象と
した講演会・セミナーなどを行うほか，専門のアドバ
イザー（芸術アドバイザー：美術１名，音楽２名　キャリア
コンサルタント〈国家資格〉：１名）が相談に応じます。

Twitter Facebookウェブサイト

問合せ

キャンパスライフ

55・6％51・4％

本学
出身作家

他大学
出身作家

美術学部教授
藤野 靖子
センター長
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過去３年間の就職先・進路の一覧は p.103‒104

作品展示販売＆コンサート「THE GIFT BOX 2019」（2019 年 12 月 21 日，22 日）

インターナショナル・コーディネータとの連携企画「海外へのアプローチ」
（2019 年 7 月 9 日）

「キュレーター招聘：プレゼンテーション＆ポートフォリオレビュー」（2020年2月10日，11日）

「ポートフォリオ講座」（2019 年 7 月 12 日）

学外からの演奏依頼に対するコーディネート「京都市立病院第 32 回院内コンサート」
（2018 年 6 月 30 日）

「合同業界研究会」

「就職ガイダンス」（2019 年 4 月 22 日）

〈美術・音楽共通〉
▶ インターナショナル・コーディネータとの連携企画講座「海外への
アプローチ」の開催

▶  卒業生による講演会「10 年後の京芸生」の開催
▶ さまざまな分野の卒業生を紹介する広報物「瓦版」の発行
▶ アーティストのための確定申告入門講座の開催
▶ 作品展示販売＆コンサート「THE GIFT BOX」の開催
▶ 特別講師によるセミナーの開催

〈美術〉
▶ 現代美術のアートフェア「ART OSAKA」企画展の開催
▶ 制作活動・作家活動全般に関する各種相談・支援

〈音楽〉
▶ 学外からの演奏依頼に対するコーディネート
▶ 音楽活動全般に関する各種相談・支援

▶ 就職活動に関する各種セミナーの開催
▶ 就職活動に関する各種相談・支援
▶ 就職ガイダンスや会社説明会，模擬面接などの開催
▶ 求人票の閲覧

芸術活動支援

就職支援
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GMG（芸大ミュージカルグループ）
軽音楽部　茶道部　漫画研究部（漫芯創意）
能楽部　映像研究部　常磐津部
京芸リコーダーアンサンブル
古典派音楽研究会（こてけん）
KCUAプロダクション（アイドル研究部）
ヴィオラ・ダ・ガンバコンソート部

ラグビー部　サッカー部　硬式テニス部
バレーボール部　バスケットボール部
バドミントン部　卓球部　ママチャリ部　
陸上部　ダンス部

文化系クラブ体育系クラブ京都芸大には，現在 10 の体育系クラブ，
11の文化系クラブがあります。趣味を同じく
する学生同士が楽しく活動しているクラブが
ある一方で，練習試合や遠征活動を本格的
に行うクラブもあったりと，活動内容はさま
ざまです。ほかにも多くの同好会が活発に
活動しています。
京都芸大では，顧問教員が相談に乗ったり，
大学が活動費を助成するなどして，学部や
専攻を越えたつながりが生まれる学生のクラ
ブ活動を支援しています。

キャンパスライフ

Club act iv i t ies

クラブ活動

本格的な体育系やミュージカル，常磐津節も

（左）40 年の歴史を誇る「GMG」こと「芸大ミュージカルグループ」
（右）大学のクラブ活動としては世界唯一の「常磐津部」

能楽部

バドミントン部

テニス部 古典派音楽研究会（こてけん）

ラグビー部 京芸リコーダーアンサンブル
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京都芸大最大のイベントである「芸大祭」は，毎年 11 月上旬に開催。
美術・音楽両学部の学生が，仮装行列，展覧会，演奏会，ミュージ
カル，講演会，模擬店などの企画を練りに練って，学内はもちろんの
こと，京都市内でもエネルギッシュに披露しています。
芸大祭には，学生，教員，受験生や卒業生などのほか，多くの市民
の方々にもお越しいただいており，学外の方にも京都芸大の面白さを
存分に味わっていただく3 日間です。

「五芸」とは，日本にある国公立の芸術系大学（京都芸大，金沢美
術工芸大学，東京藝術大学，愛知県立芸術大学，沖縄県立芸術大学）
のことです。京都芸大と金沢美術工芸大学との野球の交流戦から始ま
り，その後，東京藝術大学を加えて「三美祭」，愛知県立芸術大学が
参加して「四芸祭」，そして沖縄県立芸術大学が参加して「五芸祭」と
なりました。毎年 5月下旬に，体育系クラブの試合を中心に，文化系
クラブの催しも加わり，ブラスバンドやオーケストラの演奏会，展覧
会や演劇などが開催される「五芸祭」は，各校を順に会場にすること
もあって，他大学の様子を知ったり，全国に芸術の交友関係が広がる
絶好のチャンスです。2019 年度は本学を会場に開催されました。

芸大祭 五芸祭 （五芸術大学体育・文化交歓会）

Universit y fest ivals

大学行事

「芸大祭」「五芸祭」などエネルギッシュに開催

（左）GMG の芸大祭公演は毎年満席となるほどの人気。衣装や舞台美術も学生が手がける。
（右）学生による模擬店では飲食物のほかオリジナルの器やアクセサリーなどの販売も人気。

手作りのアートブック（ZINE）などを
販売する模擬店「移動本屋」。

毎年学生たちによって大きなモニュメントが設計・制作され，
個性的なウェルカムゲートとして来校者を出迎える。

音楽学部生有志によるコンサート
合同コンサート

学生有志による交流展覧会バスケットボール部の試合

沖縄県立芸術大学による琉球芸能公演
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京芸生の一週間

美術学部

山口遼太郎さん (陶磁器専攻 )
陶磁器専攻の山口さんは，大学での課題制作と並
行して，展覧会に出品する大きな作品に向き合って
いました。制作に没頭する山口さんの一週間です。

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Q. 京都芸大を目指した理由は？ Q. 気分転換にしていることは？Q. 毎日何時頃まで作業してる？

A. 芸大といえば京都芸大だから！ A. 学内グラウンドでサッカー！A. 夜遅くまで制作することも。

学内に自分の制作スペースが確保され
ているので，特別使用許可を申請して
いれば 24 時まで制作は可能です。作
品の提出期日間際は，遅くまで制作し
ている人も多いですね。

サッカー部に所属していて，昼休みに学
内グラウンドでボールを蹴ってリフレッ
シュしています。五芸祭（p.93 参照）を
はじめ他校との交流戦もにも参加してい
ます。

昔からモノを作ることが好きだったの
で，芸術大学を志望し，芸大といえば
京都芸大しかないと思っていたので，京
都芸大だけを目指していましたね。

「やきもの」は，自分が作ったものの完成を，
最後は窯に任せます。そのような自分でコント
ロールできない面白さは「やきもの」の大きな
魅力です。理想の仕上がりとそれを超える作品
を求めて，日々試行錯誤の繰り返しです。

展覧会が向けて，大き
な作品制作に集中して
います！

期間：2019年11月25日～12月1日

２限目「現代思想」２限目「デザイン史
特論」

２限目「彫刻史２」 ２限目「英語」 ２限目「英語」

1限目「哲学」 1限目「宇宙の物理」1限目「芸術学」 1限目「情報科学」

デッサン

制作

制作

制作

制作

制作

制作

制作

学食バイト

夜食・就寝

食堂で夕食 食堂で夕食

友達と王将で
ご飯

友達と外食

帰宅

学食バイト

自宅の掃除

近所の喫茶店
で遅めの昼食

大阪までフ
リーマーケット
へ出かける

図書館へ

制作や将来につ
いて友達と話し
込むことも。

長谷川直人先生
からのアドバイス
を受けながら。

大学の食堂でア
ルバイトをしてい
ます。まかない
付きなので下宿
生にオススメ！

午前は授業，午後は制作にとことん
打ち込んで，週末は溜まった家事を
片付けたり，どこかへ出かけたり。メ
リハリのある生活を心がけています。

録りだめしたバ
ラエティ番組を
観て，のんびり。

キャンパスライフ
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京芸生の一週間

音楽学部

中島光里さん (ピアノ専攻 )
ピアノ専攻の中島さんは，ちょうどコントラバスの同
級生との本番を控えていました。演奏に勉強に趣味
にバイトにと大忙しの中島さんの一週間です。

Q. 京都芸大を目指した理由は？ Q. 家でも練習できる？苦情は？Q. アルバイトはどれくらいしてる？

A. アットホームな環境で学べそうだから A. 防音の部屋を選べば問題なし！A. 週 2日くらい。

京都芸大の近くの王将で，ホールのバイ
トをしています。京芸生の活動に理解の
あるお店なので，バイト時間などの融通
もきいてもらえてありがたいです。

マンションに下宿していますが，大学周
辺には防音設備が整ったマンションがた
くさんあり，そういったマンションに下
宿している京芸生は多いですね。

一学年の人数が少ないので，アットホー
ムな環境で学べると思ったのと，美術
学部生と知り合えるので芸術に対する
視野が広がり楽しそうだったからです。
あと京都が好きというのもありますね。

入学していろいろなことを経験し，知識が増
えていくと同時に，自分の弱点も見えてきま
した。コンプレックスもたくさんあり，克服す
るために悩み苦しむこともありますが，真剣
に音楽と向き合い，勉強できる時でもあるの
で，とにかく今を大切にしたいです。

2 週間後の本番に
向け，合わせ練習

軽音楽部の仲
間とバンドを
組んでいます。

期間：2019年11月25日～12月1日

1限目「音楽心理学」 1限目「西洋音楽史」1限目「楽曲分析」

２限目「舞台芸術論」 ２限目「英語」２限目「ソルフェージュ」

４限目「日本音楽史」４限目「音楽学特講」

３限目「民族音楽学」 ３限目「西洋文化史」

コントラバス
合わせ

コントラバス
レッスン（伴奏）

コントラバス
試演会

コントラバス
合わせ

阿部先生の
リサイタルを
鑑賞♪

自宅で
個人練習

自宅で
個人練習

個人練習

個人練習
個人練習

コンサートの
受付バイト

バイト

一週間分の
買い出し！

バイト

バンド練習

重奏合わせ

重奏合わせ

重奏レッスン

重奏 講堂リハ

３限目「和声法」

５限目「ドイツ語」

阿部裕之先生・酒井
健治先生とみんなで
記念撮影！

専攻の先輩のコ
ンサートの受付
をしました。

学科の授業の合間に，京芸の練習室や
近所の自宅に戻って個人練習をしてます。
試演会や演奏会の伴奏を頼まれると，合
わせ練習が増えて忙しくなることも。自分
のレッスンや本番もあるので常に気を張っ
て大学生活を送っています！



音楽学部

音楽学部

音楽学部

美術学部

美術学部

4月

１０月

５月

１１月

６月

１２月

７月

1月

８月

2月

９月

3月

入学式 オリエンテーション

前期授業開始

五芸祭

創立記念日

夏期休業期間

春期休業期間

定期演奏会

定期演奏会
（大学院オペラ）

卒業演奏会

定期演奏会

集中講義期間

卒業式／学位記授与式

前期学科試験

合評・前期展

合評・後期展

後期学科試験

冬期休業期間留学生展

オープンキャンパス

前期実技試験

後期実技試験

演奏旅行

後期授業開始

芸大祭

作品展

オープンスクール

定期演奏会（p.62‒63 参照）
年に3回開催される定期演奏会
では，さまざまな編成のオーケス
トラ作品やオペラ作品を取り上
げ，日頃の成果を発表します。

演奏旅行　
夏期休業期間中に行われる演奏旅
行では，有志の学生によってオー
ケストラが編成され，地方の学校
に出向いて公演します。声楽家が
同行する場合もあります。

実技試験　
実技試験の一部は公開で行わ
れ，教員に加え，観客を迎え
たひとつのコンサートのような
雰囲気です。

合評／前期展・後期展　
前期および後期の期末に
は，課題制作などの合評が
行われますが，専攻によっ
ては芸大ギャラリーを使った
展示をすることがあります。

作品展（p.38‒39 参照）
毎年 2月に開催している，
美術学部・修士課程最大
のイベントです。

p.113 参照

p.113 参照

p.93 参照

p.93 参照

正装でも仮装でも！

キャンパスライフ

Annual calendar

年間予定表
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おめでとうございます！
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大
学
情
報

京都芸大 140 年の伝統をふまえた「創造の現場」
という校風，少数精鋭の高度な教育体制，そして
地域と連携し文化都市・京都の特質を生かした交
流・研究の拠点。この教育・研究理念の三本柱の
もと，美術学部，音楽学部はそれぞれのポリシー
でカリキュラムを構成。学生を育成しています。

https://www.kcua.ac.jp/profile/
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本学独自の伝統をふまえ，
芸術の教育研究を「創造活動」

として推進すること

少数精鋭の
高度な教育体制を
維持・展開させること

地域社会と連携しつつ，
文化首都・京都の特質を活かした

国際的な芸術文化の交流拠点となること

あらゆる人間と自然が多様性をもって地球の上に共存しうる新たな文明社会を構築することが求められる現代，芸術が果たす役割はますま
す大きなものになっています。なぜなら芸術は，太古以来，そこに培われた多様な技術と知恵をもって，人間と人間，人間と自然を創造
的に結びつけてきたからです。
京都芸大は，こうした芸術の普遍的意義を担う人材を育成するため，教育・研究理念に以下の三つの柱を建てています。

芸術の教育研究はそれ自体がひとつの「創
造活動」でなければなりません。建学以来，
本学はたえず人間の創造性という原点にた
ち，社会や文化全体に貢献しうる芸術の研
究教育の理想を追及してきました。自由で豊
かな発想とたしかな基礎力の育成を重視し，
専門性の深化と同時に分野を横断する交流
を促進する本学の理念は，日本の高等芸術
教育に新しい展望を切り開くものでもありま
した。それはまた，実技と理論を有機的に
結びつけ，教育・研究の場をたえず柔軟で
開かれた「創造の現場」として展開していく
本学独自の校風を支えています。

芸術創造の技術と精神は，適切な規模と設
備をそなえた創造的環境のなかでこそ養わ
れます。本学の特色は，美術と音楽の各専
門分野で活躍する芸術家・研究者・教育者
による少数精鋭の高度な研究教育環境にあ
ります。それは，教員と学生相互の親密で
豊かなコミュニケーションを支え，学生自身
の自己発見・自己啓発の機会を最大限に保
証するとともに，分野を横断する活発な交流
を促しています。

日本の芸術文化を育んだ文化首都・京都は，
豊かな伝統文化・伝統産業が存在するとと
もに，先進的な学術研究や産業が活発に展
開する国際的な文化交流の中心地でもあり
ます。本学は，この京都の文化的土壌に根
ざしながら，芸術を広く地域社会に発信し，
学術・産業・生活文化の諸分野に創造的な
視点と活力をもたらすこと，そして世界の多
様な芸術文化が交流しあう国際的な芸術創
造と研究の拠点となることをめざします。

大学情報

Philosophy of Educat ion and Research

教育・研究理念

1 2 3
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アドミッション・ポリシー
入学者受入れの方針

美術学部における３つのポリシー

美術学部は，次のような学生を求めています。

Admission Policy

Diploma Policy

Admission Policy

Curriculum Policy

Curriculum Policy

Diploma Policy

美術学部は，以下を目的としたカリキュラムを編成し，実施します。

カリキュラム・ポリシー
教育課程編成・実施の方針

美術学部は，卒業時までに達成すべき目標を以下のとおりとします。

ディプロマ・ポリシー
卒業認定・学位授与の方針

▶ 芸術文化に対して幅広い興味，強い好奇心を持っている学生

▶ 表現に対する強い意欲を持っている学生

▶ 自ら課題を見出し，解決しようとする意欲を持っている学生

▶ 基礎的な学力や造形力，柔軟な思考力を持っている学生

▶ 専門性の深化と専攻を横断する教育課程を通して，本学独自
の開かれた「創造の現場」を作ります。

▶ 実技教育とともに学科教育も重視することで，表現力の習得
だけでなく，新たな芸術を生み出す自由で豊かな発想力，
思考力の育成を目指します。

▶ 少人数による密度の高い教育課程の中で，個々のテーマに
合わせて課題を設定し，自ら学ぶ能力の習得を目指します。

▶ 芸術に関わる幅広い視野と，専門的な知識の修得

▶ 柔軟な思考力と独自の発想力の修得

▶ 自己の主題を実現する表現手法の修得

音楽学部における３つのポリシー

音楽学部は，次のような学生を求めています。

アドミッション・ポリシー
入学者受入れの方針

音楽学部は，少人数教育の利点を活かした密度の高い指導を通して，学
生が専門分野における技術と知識を学び，感性を養うとともに，あらゆ
る芸術の土台となる幅広い教養と，次の力を身につけることを目指し，カ
リキュラムを編成し，実施します。

カリキュラム・ポリシー
教育課程編成・実施の方針

音楽学部は，卒業時までに達成すべき目標を以下のとおりとします。

ディプロマ・ポリシー
卒業認定・学位授与の方針

▶ 音楽芸術の専門教育を受けるに足る基礎的技術と知識，強
い学習意欲を持つ学生

▶ 個性と芸術的創造力にあふれる学生

▶ 実演分野においては，楽器，声を操る上での基礎的な身体
技法及びそれらを自由に操る知的応用力

▶ 創作分野においては，作曲上必要となる基礎的な楽音の取
扱い方と知的応用力，またその記譜力

▶ 学術分野においては，教養教育にも重点を置いた教育課程
によって培われる，問題を把握する基礎的な思考力，情報リ
テラシー能力及び情報発信能力

▶ 実演，創作，学術の各分野における，音楽人として相応しい
音楽的もしくは学術的基礎力，応用力の獲得

▶ 幅広い教養を有し，それらを社会に対して創造的に発信し，
芸術文化に寄与できる能力の修得
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募集人員，試験日

学部 学科 専攻
募集人員

令和３年度
入試日程

参考（令和２年度入試日程）
一般入試
前期 後期 出願期間 個別試験 合格発表

美術学部
135 名

美術科

日本画
油画
彫刻
版画
構想設計

70 ‒

令和２年
6月下旬に
発表します

令和２年
1月27日（月）
～ 2月5日（水）

令和２年
2月25日（火）～ 26日（水）

令和２年
3月6日（金）デザイン科

ビジュアル・デザイン
環境デザイン
プロダクト・デザイン

30 ‒

工芸科
陶磁器
漆工
染織

30 ‒

総合芸術学科 総合芸術学 5 ‒

音楽学部
 65 名

音楽学科

作曲・指揮 ‒ 4
【第一次試験】
令和２年
3月 12 日（木）
～3月15日（日）

【第二次試験】
※第一次試験
合格者のみ
令和２年
3月17日（火）

令和２年
3月20日（金）

ピアノ ‒ 14
弦楽 ‒ 14
管・打楽 ‒ 16
声楽 ‒ 14
音楽学 ‒ 3

試験教科・科目

学部 学科 専攻
令和３年度

試験教科・科目
参考（令和２年度試験教科・科目）

大学入試センター試験 個別試験

美術学部

美術科

日本画
油画
彫刻
版画
構想設計

令和２年
6月下旬に
発表します

4教科
（国語，外国語，数学・理科，地歴・公民）

描写（鉛筆描写）
色彩（色彩表現）
立体（立体表現）デザイン科

ビジュアル・デザイン
環境デザイン
プロダクト・デザイン

5教科
（国語，外国語，数学，理科，地歴・公民）

工芸科
陶磁器
漆工
染織

4教科
（国語，外国語，数学・理科，地歴・公民）

総合芸術学科 総合芸術学
4教科
（国語，外国語，数学，理科・地歴・公民）

描写（鉛筆描写）
小論文（論述試験）

音楽学部 音楽学科

作曲・指揮
弦楽
管・打楽

2教科
（国語，外国語）※

【第一次試験】
実技試験

【第二次試験】
音楽通論，聴音書取，新曲視唱，
副科ピアノ演奏

ピアノ
【第二次試験】
音楽通論，聴音書取，新曲視唱，
ピアノ新曲視奏

声楽

【第二次試験】
音楽通論，聴音書取，新曲視唱，
コールユーブンゲン視唱，副科ピ
アノ演奏

音楽学
3教科
（国語，外国語，数学・地歴・公民）

【第一次試験】
英語
小論文
面接

【第二次試験】
音楽通論，聴音書取，新曲視唱，
副科ピアノ演奏

大学情報

Admission Information

入試情報

※令和３年度入学試験から，作曲専攻・指揮専攻は３教科（国語，外国語，地理歴史・公民・数学）
に変更します。
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入試の実施状況（過去３年）
平成３０年度 平成３１年度 令和２年度

学部 学科 専攻 募集
人員

志願
者数

入学
者数

志願
倍率

募集
人員

志願
者数

入学
者数

志願
倍率

募集
人員

志願
者数

入学
者数

志願
倍率

美術学部

美術科

日本画
油画
彫刻
版画
構想設計

70 270 70 3.9 70 227 70 3.2 70 227 70 3.2

デザイン科
ビジュアル・デザイン
環境デザイン
プロダクト・デザイン

30 132 30 4.4 30 112 30 3.7 30 86 30 2.9

工芸科
陶磁器
漆工
染織

30 89 30 3.0 30 84 30 2.8 30 85 30 2.8

総合芸術学科 総合芸術学 5 16 5 3.2 5 16 5 3.2 5 17 5 3.4
合計 135 507 135 3.8 135 439 135 3.3 135 415 135 3.1

音楽学部
音楽学科

作曲・指揮 4 8 2 2.0 4 10 4 2.5 4 10 4 2.5
ピアノ 14 52 14 3.7 14 55 14 3.9 14 36 14 2.6
弦楽 14 25 15 1.8 14 26 14 1.9 14 37 14 2.6
管・打楽 16 71 17 4.4 16 75 16 4.7 16 69 16 4.3
声楽 14 27 14 1.9 14 33 14 2.4 14 39 14 2.8
音楽学 3 14 3 4.7 3 8 3 2.7 3 7 3 2.3

合計 65 197 65 3.0 65 207 65 3.2 65 198 65 3.0

令和３年度学生募集要項等の請求について

「テレメール」または「モバっちょ」を利用して請求してください。
また京都芸大でも配布しています。詳細は京都芸大ウェブサイト「資料請求」をご覧ください。

▶ 入学者選抜要項は，令和２年６月下旬に発表する予定です。
　・センター試験で受験を要する教科，個別試験日程などを発表します。
　・音楽学部は，「副科ピアノ課題曲」も発表します。
▶ 学生募集要項（入学願書）は，令和２年１０月末に発表する予定です。
　・出願手続などを発表します。
　・音楽学部は，「各専攻実技課題」も発表します。

【大学院 修士課程】学生募集要項は，令和２年７月上旬に発表する予定です。
【大学院 博士（後期）課程】学生募集要項は，令和２年１１月上旬に発表する予定です。
（学生募集要項等は，いずれも京都芸大ウェブサイトに掲載します。）

申込先・入試に関する問合せ先

京都市立芸術大学　事務局　連携推進課　入試担当
〒610‒1197　京都市西京区大枝沓掛町 13‒6　
Tel　075‒334‒2238　　Fax　075‒334‒2281
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日本学生支援機構奨学金

貸与奨学金

学部生

学部生

大学院生

給付奨学金

日本学生支援機構の給付奨学金は，国の高等教
育における修学支援新制度の一つとして，意欲と
能力のある若者が経済的理由により進学及び修
学の継続を断念することのないよう，原則として
返還義務のない奨学金を支給するものです。申
込みは大学又は在学する高等学校等を通じて行
います。支援対象者の要件は，原則として日本
学生支援機構の定める学業等に係る基準や家計
に係る基準等に該当する学部生のみが対象とな
ります。
日本学生支援機構の貸与奨学金は，国の実施す
る制度の一つとして，勉学に励む意欲があり，ま
たそれにふさわしい能力を持った学生が経済的
理由により修学をあきらめることのないよう支援
することを目的として，国が奨学金を貸与するも
のです。申込みは大学又は在学する高等学校等
を通じて行います。貸与奨学金には第一種（無
利子）と第二種（有利子）の 2種類があり，そ
れぞれについて選考基準があります。

奨学金制度

学費

財団法人などの奨学金を随時情報提供していま
す。大学を通じて推薦する奨学金制度のうち，主
なものは，右記のとおりです。

文部科学省外国人留学生学習奨励費 
（公財）加藤朝雄国際奨学財団奨学金 
（一財）橋本循記念会奨学金
（公財）朝鮮奨学会奨学金 
（公財）平和中島財団奨学金 
（公財）ロータリー米山記念奨学会奨学金
（公財）京都市国際交流協会張鳳俊奨学基金
（公財）佐藤陽国際奨学財団奨学金
（公財）日本台湾交流協会奨学金

（公財）青山音楽財団奨学金
（公財）明治安田クオリティオブライフ文化財団奨学金 
（一財）京信榊田喜三記念育英会奨学金 
（公財）香雪美術館奨学金
（公財）中信育英会奨学金
（公財）日本文化藝術財団加藤定奨学金
（公財）佐藤国際文化育英財団奨学金
（一財）法華倶楽部四恩育英会奨学金

その他の奨学金 私費留学生のみを対象とした奨学金 私費留学生以外を対象とした奨学金

美術学部
・美術教育後援会費  80,000 円（学部 4年間）
・同窓会入会費  15,000 円
音楽学部
・音楽教育後援会会費 100,000 円（学部 4年間）
・真声会（同窓会）入会金   15,000 円
共通（学部 4年間）
・学生教育研究災害傷害保険料 3,300 円
・学研災付帯賠償責任保険料 1,360 円
その他の費用
・実習経費…実技実習に必要な器具・材料費等（専攻によって異なります。）
・研修旅行費…そのつど実費徴収

区分 授業料(年額）入学考査料 入学料
市内出身者 市外出身者

学部生 535,800 円 17,000 円 282,000 円 482,000 円

大学院生 535,800 円 17,000 円 282,000 円 482,000 円

研究留学生 535,800 円 ー 84,600 円
科目等履修生
及び聴講生

1単位につき
14,400 円 ー 28,200 円

授業料減免制度

国による授業料の減免
国による授業料減免は，国の高等教育における修学支援新制度の一つとして，
意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び修学の継続を断念するこ
とないよう，対象者の経済的状況に応じて授業料を減免するものです。対象
者は，原則として国の定める学業等に係る基準や家計に係る基準等に該当す
る学部生のみが対象となります。

本学独自の授業料減免
本学独自の授業料減免は，入学後，日本学生支援機構の奨学金等を受給す
る等学資調達の努力をしてもなお経済的理由により授業料の納付が困難と認
める者に対し，審査のうえ基準に適合した場合は，授業料を減免します。
減免の対象者は，原則として高等教育修学支援新制度の対象とならない学部
生，大学院修士課程・博士（後期）課程の学生です。

《制度の概要》
①前期，後期それぞれの期の授業料について審査を行います。前期に減免
適用を受けた人も，後期では改めて申請する必要があります。

②申請書等の配布及び受付期間は大学の掲示板で前期は４月頃，後期は９
月頃お知らせします。
③申請書類に基づいて，本学が定める減免適用のための家計基準，学業基
準を満たしているかどうかを学内の委員会において審査し，減免適用者を
決定します。減免の適用率は，５割又は３割ですが，予算に余剰がある場合，
５割とされた人のうち成績優秀者を全額又は７割の減免率に引き上げるこ
とがあります。

種別 月額（円）

第一種（無利子）
自宅通学 20,000/30,000/45,000
自宅外通学 20,000/30,000/40,000/51,000

第二種（有利子） 20,000 ～ 120,000（1 万円単位）

種別 月額（円）

第一種（無利子）
修士課程 50,000/88,000
博士（後期）課程 80,000/122,000

第二種（有利子） 50,000/80,000/100,000/130,000/150,000

通学区分 基本の月額（円）

自宅通学 第Ⅰ区分（29,200）/ 第Ⅱ区分 (19,500)/ 第Ⅲ区分 (9,800)
自宅外通学 第Ⅰ区分（66,700）/ 第Ⅱ区分 (44,500)/ 第Ⅲ区分 (22,300)

大学情報

Tuit ion and Scholarships

学費・奨学金
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美術科

2016‒2018 年度の卒業生の進路（美術学部）

日本画専攻 油画専攻 彫刻専攻 版画専攻 構想設計専攻

制作活動（3名，4.3%）

進学・留学（26 名，37.7%）
本学大学院

就職（29 名，42.0%）
㈱アートセンターハヤカワ
㈱アイレクスリテイル
㈱アダストリア
ADlive ㈱
㈱伊藤軒
大阪市立咲くやこの花中学校
㈱京都アニメーション（2人）
京都シルク㈱
㈱グラフィニカ
桂新堂㈱
齋藤織物㈱
㈱サクライカード
㈱サンワ
㈱信濃商会
㈱ジュエリーカミネ
㈱静好堂中島
㈱タナックス
㈱千總
ナツメアタリ㈱
任天堂㈱（2人）
パナソニック㈱
㈱ビジブル
福田呉服店
プラチナゲームズ㈱
古林紙工㈱
㈲マルプデザイン
明和グラビア㈱

その他（11 名，15.9%）

制作活動（7名，12.7%）

進学・留学（18 名，32.7%）
本学大学院

就職（24 名，43.6%）
㈱アートスクール大阪
㈱アピリッツ
㈱インテリジェントシステムズ
（2人）
㈱エイチーム（2人）
㈱Ｍテック
㈱カーゾック
京都芸術高等学校
京都奉製㈱
㈱グラフィック
㈱KDDI エボルバ
㈱ジェイ・ビー（2人）
㈱秀光ビルド
㈲田丸
㈱中広
㈱テクロス
㈱日展
㈱メンバーズ
モリサワ文研㈱
読売テレビ放送㈱
㈱Razest
㈱りーふねっと

その他（6名，10.9%）

制作活動（1名，9.1%）

進学・留学（4名，36.4%）
本学大学院（3名）
奈良きもの芸術専門学校

就職（7名，35.0%）
㈱ Aiming
㈱アックス

その他（4名，36.4%）

制作活動（1名，3.2%）

進学・留学（7名，22.6%）
本学大学院
ニュージーランド（※学校名不詳）

就職（14 名，45.2%）
アイフル㈱
㈱永昌堂印刷
愛媛県伊予市地域おこし協力隊
㈱エムハンド
大阪府公立中学校（※学校名不
詳）
㈱カミオジャパン
㈱グラフィック
㈱サンワ
㈱シップス
㈱髙島屋
日本ビジネスアート㈱
Happy Elements ㈱
東リ㈱
ユザワヤ商事㈱

その他（9名，29.0%）

制作活動（2名，5.9%）

進学・留学（11 名，32.4%）
本学大学院

就職（14 名，41.2%）
(一社)アーツシード京都
㈱インテリジェントシステムズ
㈱ウエスト
かおもじ
加藤産業㈱
㈱カプコン
㈱スマイルデザイン
㈱大広
㈱ナリス化粧品
日本医療㈱
㈱ネクストページ
㈱ネルケプランニング
㈱バンダイナムコオンライン
不二印刷㈱

その他（7名，20.6%）

 合計（69 名） 合計（55 名） 合計（11 名） 合計（31 名） 合計（34 名）

デザイン科

ビジュアル・デザイン専攻 環境デザイン専攻 プロダクト・デザイン専攻

進学・留学（7名，13.2%）
本学大学院

就職（37 名，69.8%）
アシタノシカク㈱
㈱WAVE
宇野㈱
㈱エー・ティ・エー
㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ
㈱エボルブ
㈱エム・シー・アンド・ピー
㈱ＭＢＳ企画
㈱カプコン
神谷利男デザイン㈱
㈱コナミデジタルエンタテインメント
㈱コロプラ
山陽製紙㈱
㈱サンワ
㈱ JSコーポレーション
㈱ Joker Enterprise
㈱大伸社コミュニケーションデザイン

㈱タイトー
㈱たき工房
㈱ティー・ワイ・オー
㈱ TMN2
㈱陶額堂
凸版印刷㈱
トヨタ自動車㈱
㈱日本創発グループ
日本放送協会（NHK）
㈱俄
㈱バウコミュニケーションズ
㈱ビジブル
㈱ヒュー
㈱プレジィール
㈱ムラヤマ（2人）
㈱ライト
㈱ロマンス小杉
㈱脇木工

その他（9名，17.0%）

進学・留学（1名，16.7%）
本学大学院

就職（3名，50.0%）
㈱ジェイグループホールディングス
髙島屋スペースクリエイツ㈱
㈱竹中工務店

その他（2名，33.3%）

制作活動（1名，4.3%）

進学・留学（5名，21.7%）
本学大学院

就職（15 名，65.2%）
㈱アクアリング
㈱コナミアミューズメント
サンエックス㈱
㈱ジャクエツ
㈱相合家具製作所（3名）
㈱デザインアーク
ニプロ㈱
日本メナード化粧品㈱
㈱マルニ木工
三笠産業㈱
㈱モンベル
両備ホールディングス㈱
㈱ワコーヴィスコム

その他（2名，8.7%）

 合計（53 名）  合計（6名）  合計（23 名）

Career af ter graduat ion

進路



104

工芸科 総合芸術学科

陶磁器専攻 漆工専攻 染織専攻

制作活動（2名，10.5%）

進学・留学（6名，31.6%）
本学大学院（5名）
※専門学校名非公開（1名）

就職（7名，36.8%）
㈱アニメーションドゥウ
㈱ケイ・ウノ
ジーク㈱
㈱陶額堂
㈱ニューロン・エイジ
㈲楽市楽座
※企業名非公開（1名）

その他（4名，21.1%）

進学・留学（11 名，33.3%）
本学大学院（9名）
石川県立輪島漆芸技術研修所
京都市産業技術研究所

就職（18 名，54.5%）
井波彫刻（協組）
茨木市立豊川中学校
永大産業㈱
Ｆ＆Ａ㈱
クロイ電機㈱
コイズミファニテック㈱
コクヨ㈱
堺市立中学校
㈱さわの道玄
㈱漆琳堂
㈱昭栄美術
水彩画教室パステル
大宝製袋㈱
㈲トレゾア
日ポリ化工㈱
㈱俄
㈱宮崎椅子製作所
※企業名非公開（1名）

その他（4名，12.1%）

制作活動（2名，6.7%）

進学・留学（9名，30.0%）
本学大学院（7名）
東京藝術大学大学院
名古屋デザイナー学院

就職（12 名，40.0%）
アシックス商事㈱
㈱エムファースト
㈱ケイ・ウノ
㈱サンワ
住江織物㈱
田島ルーフィング㈱
東リ㈱
㈱ナッシュ（inBlue)
日本省力機械㈱
ハマナカ㈱
㈲ファイバーワーク
㈱若尾綜合舞台

その他（7名，23.3%）

合計（19 名） 合計（33 名） 合計（30 名）

総合芸術学専攻

制作活動（1名，5.9%）

進学・留学（6名，35.3%）
本学大学院（3名）
アカデミー・オブ・アート大学（アメリ
カ合衆国）
京都大学大学院
東京藝術大学大学院

就職（3名，17.6%）
岡本㈱
㈱京都新聞COM
ながみね農業協同組合

その他（7名，41.2%）

合計（17 名）

作曲専攻 ピアノ専攻 弦楽専攻

進学・留学（3名，37.5%）
本学大学院

その他（5名，62.5%）

音楽・演奏活動
（2名，4.9%）

進学・留学
（17 名，41.5%）
本学大学院（15 名）
鹿児島大学大学院
滋賀大学大学院

就職（5名，12.2%）
旭化成不動産レジデンス㈱
おおかわ皮ふ科クリニック
※大阪府公立中学校（学校名不
詳）
ソフトバンク㈱
㈱ロワジール・ホテルズ沖縄

その他（17 名，41.5%）

音楽・演奏活動
（7名，16.7%）

進学・留学（11 名，26.2%）
本学大学院（7名）
シュトゥットガルト音楽演劇大学（ドイ
ツ）
相愛大学大学院
東京藝術大学大学院
フォルクヴァング芸術大学（ドイツ）

就職（6名，14.3%）
兵庫県芸術文化センター管弦楽団
藤塚精密金型㈱
Musik Piepen Schule
(一財) ヤマハ音楽振興会
※企業名非公開（2名）

その他（18 名，42.9%）

 合計（8名）

指揮専攻

その他（1名，100%）

 合計（1名） 合計（41 名） 合計（42 名）

管・打楽専攻 声楽専攻 音楽学専攻

音楽・演奏活動
（6名，11.8%）

進学・留学（12 名，23.5%）
本学大学院（6名）
尚美ミュージックカレッジ
ドイツ（※学校名不詳）
桐朋学園オーケストラアカデミー
フランス（※学校名不詳）
ワイマール・フランツリスト音
楽大学（ドイツ）
※専門学校名非公開（1名）

就職（8名，15.7%）
大阪府立すながわ高等支援学校
大阪府立伯太高等学校
㈱キールスタッフィング
コウキ商事㈱
自衛隊音楽隊
㈱四国中央テレビ
㈱シンエイ
村松楽器販売㈱　

その他（25 名，49.0%）

音楽・演奏活動
（4名，10.3%）

進学・留学（15 名，38.5%）
本学大学院（9名）
イスティテュート・マランゴーニ（イタリア）
大阪音楽大学大学音楽専攻科
昭和大学大学院（2名）
東京藝術大学大学院
武庫川女子大学大学院

就職（6名，15.4%）
㈱イケテイ
亀岡市立亀岡小学校
四季㈱
島本町立第三小学校
㈲ハートマーケット
平安女学院中学校・高等学校

その他（14 名，35.9%）

音楽・演奏活動
（1名，11.1%）

進学・留学
（2名，22.2%）
大阪大学大学院

就職（5名，55.6%）
㈱アワーズ
京都府立乙訓高等学校
神戸市消防局
㈱ダイジョブス
㈱東急ホテルズ

その他（1名，11.1%）

 合計（51 名） 合計（39 名） 合計（9名）

大学情報

2016‒2018 年度の卒業生の進路（音楽学部）
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川嶋 渉【KAWASHIMA Wataru】教授
専門 /日本画
1989年京都精華大学芸術学部造形学科日本画コース卒業。2005年から本学教員。
日展特選（1992,2002）, 京都市芸術新人賞受賞（2004），京都迎賓館作品制作
（2006）, 鳳足硯研究。グループ展「敦煌意象 ･ 中日岩彩」（敦煌研究院 / 中国
/2011），講演「日本画はなにからできている」（2011）。

奥村 美佳【OKUMURA Mika】准教授
専門 /日本画
2003 年京都造形芸術大学大学院博士課程修了。2018 年から本学教員。近現代 
日本絵画展（2017），Ohara Contemporary（2013），桃源万歳！東アジア理想
郷の系譜（2011），京都府文化賞奨励賞（2012），第 1回京都日本画新展優秀賞
（2009），京都市芸術新人賞（2007），第 3 回東山魁夷記念日経日本画大賞展大
賞（2006），創画会賞（2002,2012,2018），創画会奨励賞（2003,2006），創画
会会員。

小島 徳朗【KOJIMA Tokuro】准教授
専門 / 絵画制作
2003 年京都市立芸術大学大学院博士（後期）課程単位取得終了。2006 年文化
庁芸術家国内研修員を経て2009 年から本学教員。第 21 回上野の森美術館大賞
展絵画大賞（2003）。「日本画表現の多様性展」（2007），個展・グループ展多数。

正垣 雅子【SHOGAKI Masako】准教授
専門 /日本画模写
2000 年京都市立芸術大学大学院日本画専攻修了。2003 年同大学院博士課程保
存修復専攻単位取得満期退学。2020 年から本学教員。「尋源亀茲」（亀茲研究院
/中国 /2010），「敦煌意象」（敦煌研究院 /中国 /2011），「仏教の来た道」（龍谷
ミュージアム/ 京都 /2012），個展「仏の姿 ラダックの石窟壁画」（Art Spece ME
ISEI/ 京都 /2016），文化財保存修復学会研究発表（2015.2016.2017.2019）

谷内 春子【TANIUCHI Haruko】講師
専門 / 絵画制作
2015 年京都市立芸術大学大学院博士（後期）課程修了。2016̶19 年嵯峨美術
短期大学日本画領域専任講師を経て2019 年から本学教員。春季創画展春季展賞
（2014），清須市はるひトリエンナーレ（2015），京都府新鋭選抜展 NHK 京都放
送局長賞（2016），個展「山について」（ギャラリー恵風 /京都 /2018）その他個展，
グループ展多数。

三橋 卓【MITSUHASHI Taku】講師
専門 / 絵画制作
2013 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻日本画修
了。滋賀県にて美術専任教師を経て 2015 年から本学教員。創画展奨励賞
（2011,2012,2014），第 5 回京都日本画新展大賞（2013），第 43 回創画展創画
会賞（2016）。2012 年に景聴園を結成。京都市内有隣文化会館にて展示・WS
活動（2017）。京都市芸術新人賞（2018）。

翟 建群【ZHAI Jianqun】特任准教授
専門 /日本画
幼い頃から父について水墨画を学ぶ。1995 年中国西安美術学院油絵專攻卒業。
2002 年京都市立芸術大学美術専攻科日本画修了。2020 年から本学教員。中国
美術家協会会員（2008 から），陝西省中国画学会理事（2018 から），中国工筆画
学会理事・芸術委員会委員（2019 から）。

森口 サイモン 【MORIGUCHI Simon】教授
専門 / 絵画
1986 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻油画修了。1986
年から本学教員。1996‒97 年 Rhode Island School of Design（アメリカ）客員
教授。「抽象再訪 Freeing the Mind」（京都芸術センター /京都 /2006），個展「‒
rewrite‒」（ギャラリーヤマグチクンストバウ / 東京 /2009），個展「New Paintin
gs “just another day“」（ギャラリーヤマグチクンストバウ / 大阪 /2017），「The 
Artists with Gallery Yamaguchi kunst‒bau」（ギャラリーヤマグチクンストバウ /
高雄 , 台湾 /2017）。

石原 友明【ISHIHARA Tomoaki】教授
専門 / 現代美術
1984 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻造形構想修
了。1999 年から本学教員。個展「美術館へのパッサージュ」（栃木県立美術館
/1998），個展「石原友明展 i [アイ]」（西宮大谷記念美術館 /2004）。

渡辺 信明【WATANABE Nobuaki】教授
専門 / 絵画
1988 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻油画修了。2005
年から本学教員。個展「コブネイズム」（ギャラリー白 /大阪 /2014），個展「放電
の庭」（ギャラリーすずき/京都 /2015），「ダイアローグ・コレクション活用術」（滋
賀県立近代美術館 /2007）など。京都市芸術新人賞（2006）。

法貴 信也【HOKI Nobuya】教授
専門 / 油画
1993 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻油画修了。2009
年から本学教員。個展（Taka Ishii Gallery/ 京都 /2008，東京 /2010，京都
/2012），グループ展「是が非の絵画」展（大和ラヂエータービューイングルーム/
広島 /2008）。

金田 勝一【KANEDA Shoichi】教授
専門 / 油画
1994 年 Royal College of Art アニメーション科交換留学，1995 年京都市立芸術
大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻油画修了。2009年から本学教員。個展「プ
ラモ風景画展」（東京画廊 /2006），個展「DROP EVO‒3 展」（戸村美術 / 東京
/2006），京都市芸術新人賞（2008）。

伊藤 存【ITO Zon】准教授
専門 / 現代美術
1996 年京都市立芸術大学美術学部美術科構想設計専攻卒業。2014 年から本学
教員。2013年「Now Japan」 （Kunsthal KAdE, アメルスフォールト, オランダ） ，「磯
部湯画廊／磯部湯活用プロジェクト」（旧磯部湯 , 前橋市 , 群馬）など，国内外の
展覧会に参加。

児玉 靖枝【KODAMA Yasue】特任教授
専門 / 絵画
1986年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。2019年より本学教員。
「プライマリー・フィールドⅡ」（神奈川県立近代美術館 /2010），「ほっこり美術館」
（横須賀市美術館 /2015），「モネ̶それからの 100 年」（名古屋市美術館・横浜
美術館 /2018）。京都府文化賞奨励賞（1999），兵庫県芸術奨励賞（2005），亀
高文子記念赤艸社賞（2010）。著書『児玉靖枝̶深韻』（MEM/2018）。

美術学部/美術研究科

Faculty Prof i le

教員略歴

日本画専攻

油画専攻
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石橋 義正【ISHIBASHI Yoshimasa】教授
専門 / 映像メディア
1994 年京都市立芸術大学大学院修士課程絵画専攻造形構想修了後，映像制作会
社石橋プロダクション設立。2012 年から本学教員。映像＆パフォーマンスグループ
「キュピキュピ」主宰。TV 番組「バミリオン・プレジャー・ナイト」，「オー！マイキー」，
長編映画「ミロクローゼ」監督。「PARASOPHIA 京都国際現代芸術祭」（京都市
美術館 /2015）。

人長 果月【HITOOSA Kazuki】特任准教授
専門 / 現代美術，映像メディア
2001 年京都市立芸術大学大学院美術研究科造形構想修了。京都府美術工芸新鋭
展最優秀賞 (2015 年 )。京都市芸術新人賞 (2015 年 )。消滅の夢展（ベラクルス
州立大学 /2016 年）。再生の庭（上海 /藝倉美術館 /2017 年）。KYOTO STEAM
－世界文化交流祭－アート×サイエンス IN 京都市動物園 アートで感じる？チンパン
ジーの気持ち（2019）。

辰巳 明久【TATSUMI Akihisa】教授
専門 /ビジュアルコミュニケーションデザイン
1984 年京都市立芸術大学美術学部デザイン科卒業。デザイン会社を起業しビジュ
アルデザインの手法を基盤とした , デザイン ,アートディレクション ,プロデュース ,
コンサルティングに携わる。1997 年から本学教員。近年は地域社会と医療に重点
を置いた研究・教育に取り組む。京都大学学際研究着想コンテスト総長賞（2015）
グッドデザイン賞（2016）。

滝口 洋子【TAKIGUCHI Yoko】教授
専門 /ファッションデザイン，テキスタイルデザイン
1988 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程デザイン専攻ビジュアル・ 
デザイン修了。2001 年から本学教員。神戸ファッション美術館 , アクシスギャ ラ
リー等で個展。アパレル , ビューティ , 伝統工芸関連製品のデザイン企画にも 携わ
る。「京都市バスおもてなしコンシェルジュ」ユニフォーム企画制作 (2015) ( 株 ) ミ
ルボンワークウエアデザイン産学連携プロジェクト (2018)。

楠田 雅史【KUSUDA Masashi】教授
専門 /デザイン
1988 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程デザイン専攻環境デザイン
修了。株式会社西武百貨店入社，文化芸術事業を軸としたプランニング・アートディ
レクション担当を経て，1997 年パラスタイル設立。イベント企画から空間デザイン，
インテリアデザイン・商品開発，グラフィックデザインに至る，広範なデザイン業務
に従事する。2014 年から本学教員。

舟越 一郎【FUNAKOSHI Ichiro】教授
専門 /グラフィックデザイン
1994 年京都市立芸術大学美術学部ビジュアル・デザイン専攻卒業。㈱ ATAで百
貨店の広告宣伝，ソニークリエイティブワークス㈱でパッケージデザインやロゴ，ブ
ランディングなどに携わり，アートディレクター，プロデューサーを務め，入選入賞
を重ねる。2008 年から本学教員。

堀口 豊太【HORIGUCHI Toyota】教授
専門 / 環境デザイン
1981 年イェール大学Master of Architecture 取得。スタジオ 80，アルド・ロッシ
日本事務所を経て1995年から本学教員。代表作は，アピタ当知/名古屋市（1991），
イル・サローネ /茨木市（1995），門司港ホテル /北九州市（1998），世界水フォー
ラム市民の家（2003）。
　

藤本 英子【FUJIMOTO Hideko】教授
専門 /デザイン，景観
1982年京都市立芸術大学美術学部デザイン専攻卒業。1992年建築士事務所エフ・
デザイン設立。2001 年から本学教員。2005 年博士（芸術）取得。京都府景観審
議会委員，公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会理事等，公的活動多
数。著書「市民のための景観まちづくりガイド」（学芸出版社）。

松井 紫朗【MATSUI Shiro】教授
専門 / 彫刻
1986 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。1995 年
から本学教員。個展「亀がアキレスに言ったこと」（豊田市美術館 /2011），個展
「REFLEXIONEN」（兵庫県立美術館 2011）。

小山田 徹【KOYAMADA Toru】教授
専門 / 彫刻
1985 年京都市立芸術大学日本画科卒業，1984‒98 年パフォーマンスグループ
DUMB TYPEとして活動。2010 年から本学教員。グループ展「減災のブリコラー
ジュ」（應典院 /大阪 /2009），「仙台 浮遊博物館」（仙台 /2009），第 2回アサヒビー
ル芸術賞（2005）。

中原 浩大【NAKAHARA Kodai】教授
専門 / 彫刻
1986 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了，1996‒97 年
文化庁派遣芸術家在外研修員（NY）。1986 年から本学教員。現代の社会におけ
る芸術活動の “Another Model” についての彫刻領域及び脱領域的アプローチによ
る制作と研究。個展「Paintings」（ギャラリーノマル / 大阪 /2011），京都府文化
賞功労賞（2017）。

金氏 徹平【KANEUJI Teppei】准教授
専門 / 彫刻
2001 年 Royal College of Art 彫刻科交換留学 ,2003 年京都市立芸術大学大学
院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。2010 年から本学教員。個展（UCCA/
北京 /2013），「Mono No Aware. Beauty of Things.」（エルミタージュ美術館
/2013‒14），個展「金氏徹平のメルカトル・メンブレン」（丸亀市猪熊弦一郎現代
美術館 /2016），作品集「溶け出す都市 , 空白の森」（2009）。

田中 栄子【TANAKA Eiko】教授
専門 / 石版画・リトグラフ・絵画
2009 年京都市立芸術大学大学院美術研究科博士（後期）課程版画修了。2019
年より本学教員。芸術家交流事業「ART‒EX」によりベルギーで滞在制作（1998）。
第 13 回現代版画コンクール・大賞，第 8回浜松市美術館版画大賞展・大賞（2000），
個展「Project‒N」（東京オペラシティーアートギャラリー /2002) ，大阪市・咲
くやこの花賞（2003）。「Stone letter project ー石からの手紙 #1」（宝塚大学
/2017）。

大西 伸明【ONISHI Nobuaki】准教授
専門 / 銅版画・オブジェ
1998 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻版画修了。2008
年から本学教員。個展「LOVERS LOVERS」（発電所美術館 /2008），「内在の風
景」（2011），「UNTITLED」（兵庫県立美術館 /2011），第 23 回五島記念文化賞
美術部門新人賞（2012）。

吉岡 俊直【YOSHIOKA Toshinao】准教授
専門 /シルクスクリーン
1997 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻版画修了。名古屋
造形大学准教授を経て2014 年から本学教員。「水のかたち」（茨城県近代美術館
/2007），「MAXI GRAPHICA/Final Destinations」（京都市美術館 /2008），「アー
ト＆テクノロジー展」（京都工芸繊維大学美術工芸資料館 /2009）。名古屋市芸術
奨励賞（2006）。

高橋 悟【TAKAHASHI Satoru】教授
専門 / 映像・身体・環境と知覚・思考に関わる研究・制作
1988 年イェール大学大学院美術専攻修了，カーネギーメロン大学助教授，ミシガ
ン大学准教授を経て2008 年より本学教員。主な展覧会に，京都国際現代芸術祭
PARASOPHIA 2015, ヨコハマトリエンナーレ2014,「Trouble in Paradise：生存
のエシックス」（京都国立近代美術館 /2010）。

大学情報
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環境デザイン専攻
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坂東 幸輔【BANDO Kosuke】准教授
専門 / 建築
2008 年ハーバード大学大学院デザインスクール修了。スキーマ建築計画，東京藝
術大学美術学部建築科教育研究助手を経て，2010 年坂東幸輔建築設計事務所設
立（2018 年に須磨設計と合併し，A Nomad Sub 設立）。2015 年から本学教員。
全国で「空き家再生まちづくり」活動を行う。主宰する建築家ユニットBUS が第
１５回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展（2016）日本館展示に出展，特別表
彰を受賞。

髙井 節子【TAKAI Setsuko】教授
専門 / 環境デザイン
1992 年 Royal College of Art 建築科交換留学，1994 年京都市立芸術大学大学院
美術研究科修士課程デザイン専攻環境デザイン修了。芸術文化学博士（大阪芸術
大学）。2004 年から本学教員。「葉山の家」住宅設計（神奈川 /2008），「京の暮
らしの中の伝統工芸品」展空間デザイン（みやこめっせ京都 /2009），「小さなお
庭と猫の図書館・餘香庵茶室」デザイン（大阪 /2014）。

牛田 裕也【USHIDA Yuya】准教授
専門 / 機械工学，ものづくり全般
2009 年 Konstantin Grcic Industrial Design（ドイツ）にて研修活動。2010 年
Design Academy Eindhoven（オランダ）首席卒業。2011年 yuya vs design 設立。
一部作品はMoMA，V&A，Vitra Design Museum 等世界の主要美術館の永久収
蔵となる。2015 年から本学教員。「DESIGN PARADE 9」（フランス /2014），「THE 
BAUHAUS」（ドイツ /2015），「XXI TRIENNALE International Exhibition Mila
no 2016」 （イタリア）。

谷川 嘉浩【TANIGAWA Yoshihiro】特任講師
専門 / 哲学・教育学・文化社会学
2020年京都大学大学院人間・環境学研究科共生人間学専攻修了。人間・環境学（博
士）。本学等の非常勤講師，日本学術振興会特別研究員（DC2）を経て，2020
年から現職。著書『今からはじめる哲学入門』（2019），『ユリイカ 梅原猛』（2019），
論文 "Shunsuke Tsurumi and John Dewey on Habits and Imagination," Anna
ls of the University of Bucharest, Philosophy Series, 2019，受賞「日本デザイ
ン学会 2019 年秋季企画大会学生プロポジション優秀賞」（2019 年），「第五回京
都大学学際研究着想コンテスト最優秀鼎賞」（2017 年）。

長谷川 直人【HASEGAWA Naoto】教授
専門 / 陶磁器
1985 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻陶磁器修了。1992
年から本学教員。個展（アートスペース虹 / 京都 / 2001），個展（ギャルリプス /
東京 /2002），個展（ギャラリー目黒陶芸館 / 三重 /2004），個展（SILVER SHE
LL/ 東京 / 2007）。

重松 あゆみ【SHIGEMATSU Ayumi】教授
専門 / 陶造形
1983 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻陶磁器修了。2002
年から本学教員。「大地の芸術━クレイワーク新世紀」（国立国際美術館 / 大阪
/2003），「美術の中のかたち━手で見る造形」（兵庫県立美術館 /2013），「やきも
のって何ダ？」（兵庫陶芸美術館ほか 4館巡回 /2014‒15），個展（ギャラリー白３/
大阪 /2006‒16），個展（ギャルリ・プス /東京 /2010,2014,2016）。

森野 彰人【MORINO Akito】教授
専門 / 現代陶芸，近代陶芸
1995 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻陶磁器修了。2007
年から本学教員。第22回タカシマヤ美術賞（2012）。パラミタ大賞展（パラミタミュー
ジアム / 三重 /2010），「新時代のやきものへの挑戦」（滋賀県立陶芸の森 陶芸館
/2013），「京焼歴代展ー継承と展開」（京都市美術館 /2015）。

若杉 聖子【WAKASUGI Seiko】准教授
専門 / 現代陶芸，陶磁器デザイン
2000 年近畿大学文芸学部芸術学科陶芸コース卒業｡ 2003 年多治見市陶磁器意
匠研究所修了。第７回国際陶磁器展美濃審査員特別賞（2005 年 )，「第９回パラミ
タ大賞展」（2014 年）,2015‒16 年文化庁新進芸術家海外研修制度によりフランス

滞在 ,「融合する工芸」（和光ホール / 東京 /2014,2018) , 2019 年より本学教員。
個展多数。

上田 順平【UEDA Junpei】特任講師
専門 / やきもの
2005 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻陶磁器修了。
2010‒11 年五島記念文化財団研究員（メキシコ）。2019 年から本学教員。Cera
mica Contemporanea en Chiapas（Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabin
es"/メキシコ /2016），個展「リン /テン」（京セラ美術館 /2017），個展「シン /
エン」（横浜市民ギャラリー /2019）。

栗本 夏樹【KURIMOTO Natsuki】教授
専門 / 加飾・漆造形
1987 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻漆工修了。1993
年から本学教員。「Japanese Design 展」（フィラデルフィア美術館 /1994 ),「DOM
ANI・明日展」（国立新美術館 /2009）, 個展（Mizen Fine Art/ パリ/2015）,（Na
numu Gallery/ソウル /2016）,「革新の工芸 “ 伝統と前衛 ”，そして現代」（東京
国立近代美術館工芸館 /2016）, 京都府文化賞功労賞（2017）。

安井 友幸【YASUI Tomoyuki】教授
専門 / 乾漆，複合素材，漆造形
1993 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻漆工修了。2004
年から本学教員。個展（ギャラリー恵風/京都/2013），丹波篠山・まちなみアートフェ
スティバル（河原町妻入商家群 /兵庫県篠山市 /2014,2016），あいづまちなかアー
トプロジェクト（福島県会津若松市 /2014,2015,2016），IKI 粋 SUI 展（染・清流
館 /京都 /2016），個展（祗をん小西 /京都 /2016）。

笹井 史恵【SASAI Fumie】准教授
専門 / 髹漆，乾漆
1998 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻漆工修了，2009
年から本学教員。京都市芸術新人賞（2014），第 33 回京都府文化賞奨励賞，第
25 回タカシマヤ美術賞（2015），Hard Bodies（ミネアポリス美術館 /アメリカ
/2017）, 個展（Galerie an der Pinakothek der Moderne/ドイツ /2017）。

大矢 一成【OYA Kazunari】准教授
専門 / 木地，木工
2004 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻漆工修了。2004‒
13 年 京指物工房を経て，2013 年から本学教員。個展「どんぐり風呂～コノミノコ
ノミ展～」（ギャラリーH2O/2012），二葉葵展（上賀茂神社庁屋 /2014,2015），
個展「つゆのはれまの つゆのみち」（ギャラリーH2O/2015），個展「小鳥の森の
冬支度」（同時代ギャラリーコラージュ／ 2016）。

藤野 靖子【FUJINO Yasuko】教授
専門 /織物
1989 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程デザイン専攻修了。2003 
年から本学教員。「現代の布 ‒ 染と織の造形思考」( 東京国立近代美術館工芸館
/2001)「11TH INTERNATIONAL TRIENNIAL OF TAPESTRY」(2003/ ポーラン
ド)「FIBERART INTERNATIONAL」(アメリカ /2007)「INTERNATIONAL TAP
ESTRY EXHIBITION」( 芸術センター京都 /2012)「CLOTH & MEMORY」(イギ
リス /2013)「KAUNO BIENNIAL‒TAPESTRY NOVA」(リトアニア /2013)「HERE 
& NOW」(イギリス /2016)「CORDIS PRIZE FOR TAPESTRY」(スコットランド
/2019)。

日下部 雅生【KUSAKABE Masao】教授
専門 /型染，染造形
1990 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻染織修了。2007
年から本学教員。日展会友。「Art Across Asia‒Renewed Encounters」（韓国
/2011,インド/2012），Bath Spa University 客員研究員（イギリス /2014‒15），
「京に生きる琳派の美意識」（京都文化博物館 /2015, 日本橋高島屋 8 階ホー
ル /2016），個展（イギリス /2015），「相違の鏡像」（京都万華鏡ミュージアム
/2016）。

陶磁器専攻

プロダクト・デザイン専攻

漆工専攻

染織専攻
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藤井 良子【FUJII Ryoko】准教授
専門 /テキスタイル
2002 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻染織修了。2012
年から本学教員。「布博」（2013,2014,2015,2016,2017），「kawaii et cetera」（パ
リ/2014），「MA」（スウェーデン /2014），「ワタシを容作るモノ ーデザインクラフ
トからの提案ー」（小山市立車屋美術館 /2014）等。

野田 凉美【NODA Suzumi】特任教授
専門 /テキスタイル
1972 年大阪デザイナー学院室内装飾科卒業。2017 年より本学教員。国立民 族学
博物館共同研究員 (2014‒2018)。「Milano Salone Satellite」(イタリア /2006)，
Artist in Residency Project ( オーストラリア /2006)，「International Triennial 
of Tapestry」( ポーランド/2010)，「Lost in Lace」(UK /2011)，「杭州トリエンナー
レ」( 中国 /2019)，「Touch & Identity」(UK/2020)。

三木 博【MIKI Hiroshi】教授
専門 / 教育人間学，教育思想
1993 年東北大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士（教育学）。東北
大学教育学部助手を経て，2002 年から本学教員。著書「ユング個性化思想の構造」
（1995），共訳「ディルタイ全集第 3巻 論理学・心理学集」（2003）。

吉田 雅子【YOSHIDA Masako】教授
専門 / 染織工芸史
2005 年京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士（人間・環境学）。
メトロポリタン美術館アジア芸術課，リサーチ・アシスタントを経て，2005 年から
本学教員。著書『海のシルクロードの染織史』（2017）他，大航海時代に展開さ
れた染織品の国際交流に関する論文多数。

加須屋 明子【KASUYA Akiko】教授
専門 / 美学，芸術学
1991 年京都大学大学院哲学研究科博士課程単位取得満期退学。国立国際美術館
学芸課主任研究官を経て，2008 年から本学教員。ポーランドを中心とした旧東欧
地域の近現代美術の調査を続ける。龍野アートプロジェクト芸術監督（2011）。主
な著書に『ポーランドの前衛美術 ‒ 生き延びるための「応用ファンタジー」』（創元
社 /2014）。

田島 達也【TAJIMA Tatsuya】教授
専門 /日本美術史（近世絵画史）
1990 年京都大学大学院文学研究科修士課程修了。北海道大学助教授，国文学研
究資料館併任助教授を経て，2003 年から本学教員。論文「御所伝来の障壁画と
狩野派」，「近世京都の狩野派展」（京都文化博物館 /2004）。

礪波 恵昭【TONAMI Keisho】教授
専門 /日本仏教彫刻史
1993 年京都大学大学院美術研究科博士後期課程中途退学。1993 年奈良国立博
物館学芸課研究員を経て，1999 年から本学教員。日本の仏教彫刻史全般につい
て様式史を中心に研究。「日本彫刻史基礎資料集成 鎌倉時代造像銘記篇第 4巻」
（中央公論美術出版 /2006）。

飯田 真人【IIDA Masato】教授
専門 / 美術教育
平成４年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修了。平成８年から京
都府立亀岡高等学校などで教諭，平成２５年から京都府総合教育センターで研究
主事兼指導主事。平成２８年からプール学院大学，桃山学院教育大学で准教授と
して，主に図画工作科教育を指導。令和２年４月より本学教員。その他制作活動
として立体造形をギャラリー等で発表。

畑中 英二【HATANAKA Eiji】教授
専門 / 窯業史，考古学
2006 年滋賀県立大学人間文化学部地域文化学科（博士）。滋賀県教育委員会文
化財保護技術者を経て2017 年から本学教員。主にやきものを考古学の手法を用
いて研究。主な論文に「考古学からみた和物茶陶の創出とその担い手」（『中近世

陶磁器の考古学』第 4巻，雄山閣 /2016），主な著書に『続・信楽焼の考古学的
研究』（サンライズ出版 /2007），『岡本太郎，信楽へ』（サンライズ出版 /2015）。

竹浪 遠【TAKENAMI Haruka】准教授
専門 / 中国絵画史
2011 年東北大学大学院文学研究科博士課程修了。博士（文学）。公益財団法人
黒川古文化研究所研究員を経て，2015年から本学教員。著書『唐宋山水画研究』（中
央公論美術出版 /2015），「廬山と江南山水画̶董源・巨然山水画風の成立をめぐっ
て̶」（『京都市立芸術大学美術学部　研究紀要』62 号／ 2018）。第 27 回國華賞
（2015）。

深谷 訓子【FUKAYA Michiko】准教授
専門 / 西洋美術史
京都大学文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。尾道市立大学芸術文化
学部准教授を経て2013 年から本学教員。専門は 16，17 世紀のネーデルラント
（オランダ）美術。著書『ローマの慈愛「キモンとペロー」の図像表現』（単著，
2012），『カーレル・ファン・マンデル 北方画家列伝註解』（共著，2014）ほか。

砂山 太一【SUNAYAMA Taichi】准教授
専門 /デザイン，現代美術，計算幾何学
東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。Ecole Specialed’Architectu
re Paris 修士課程修了。多摩美術大学彫刻学科卒業。パリにて建築設計事務所勤
務，東京大学工学部非常勤講師を経て，2014 年から本学教員。武蔵野美術大学
建築学科非常勤講師（2015‒）ほか。

宇野 茂男【UNO Shigeo】教授
専門 /日本絵画，保存修復
1989 年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻日本画修了。2012 
年から本学教員。セビリア万博安土城天守復元制作に携わる（1991）。「装飾古墳
の世界」高松塚古墳壁画模写（国立歴史博物館 /1992），御台場御普請所石垣積
板絵模写（品川歴史博物館 /2011）。

竹浪 遠【TAKENAMI Haruka】准教授
専門 / 中国絵画史
2011 年東北大学大学院文学研究科博士課程修了。博士（文学）。公益財団法人
黒川古文化研究所研究員を経て，2015年から本学教員。著書『唐宋山水画研究』（中
央公論美術出版 /2015），「廬山と江南山水画̶董源・巨然山水画風の成立をめぐっ
て̶」（『京都市立芸術大学美術学部　研究紀要』62 号／ 2018）。第 27 回國華賞
（2015）。

高林 弘実【TAKABAYASHI Hiromi】准教授
専門 / 文化財科学
2005 年東京藝術大学大学院美術研究科（文化財保存学専攻保存科学研究領域）
博士課程修了。2011 年から本学教員。最近の報文に，「敦煌莫高窟第 285 窟南
壁龕楣の彩色材料および技法」高林弘実，倉橋恵美，范宇権，崔強（保存科学
第 48 号 2009）。

井上 明彦【INOUE Akihiko】教授
専門 / 造形計画
1984 年京都大学大学院博士課程中退。1995 年から本学教員。2006‒2007 年文
化庁新進芸術家海外研修（パリ）。主な展覧会に「生存のエシックス」（京都国立
近代美術館 /2010），「still moving」（元崇仁小学校ほか /2015, 2016, 2017），「新
シク開イタ地」（神戸アートビレッジセンター/2016）「複数形の世界のはじまりに」（東
京都美術館 /2018）等。

三木 博【MIKI Hiroshi】教授
専門 / 教育人間学，教育思想
1993 年東北大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士（教育学）。東北
大学教育学部助手を経て，2002 年から本学教員。著書「ユング個性化思想の構造」
（1995），共訳「ディルタイ全集第 3巻 論理学・心理学集」（2003）。

大学情報

共通教育

総合芸術学専攻

保存修復専攻
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岡田 加津子【OKADA Kazuko】教授
専門 / 作曲
東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程修了。2011 年より本学教員。「触発しあ
う音楽～作曲家・岡田加津子の世界」開催（京都芸術センター /2009）。2015 年
ミラノ万博日本館で，映像音楽作品発表。2016 年よりバシェの音響彫刻を用いた
創造活動に力を注ぐ。バロックザール賞（2003），藤堂音楽賞（2016）。

中村 典子【NAKAMURA Noriko】准教授
専門 / 作曲
京都市立芸術大学大学院修士課程首席修了。1996 年より本学教員。ACL Confer
ence & Festival（韓国 /2009, 台湾 /2011,イスラエル /2012）入選。サンフラン
シスコ歌劇場 ,ケルン国営放送局，クライペダコンサートホールなど世界 17ヶ国で
作品上演ならびに講演。京都市芸術新人賞（2001），滋賀県文化奨励賞（2010）。

酒井 健治【SAKAI Kenji】講師
専門 / 作曲
京都市立芸術大学卒業後渡仏。パリ国立高等音楽院を最優秀で卒業，Ircam にて
研究員を務める。国内外の著名な演奏団体，ソリスト達によって作品が委嘱初演さ
れ，ローマ賞，芥川作曲賞を始め受賞多数。名古屋フィルハーモニー交響楽団の
コンポーザー・イン・レジデンスを務めた後，現在オーケストラ・アンサンブル金
沢のコンポーザー・オブ・ザ・イヤー。

下野 竜也【SHIMONO Tatsuya】教授
専門 /オーケストラ指揮
1992 年鹿児島大学教育学部卒，桐朋学園附属指揮教室にて学びウィーン国立演
劇音大留学。大阪フィル指揮研究員，読売日響正指揮者，首席客演指揮者歴任。
現在，広響音楽総監督，京響常任首席客演指揮者，広島ウィンド音楽監督。東京
国際音楽コンクール〈指揮〉，ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。芸術選奨文
部科学大臣賞他多数受賞。

阿部 裕之【ABE Hiroyuki】教授
専門 /ピアノ
東京藝術大学修士課程修了。カールスルーエ音楽大学修了。1989 年より本学教員。
1997 年と2008 年にはラヴェルのピアノ曲全曲演奏会を開催。従来の解釈とはひ
と味異なる新鮮な演奏で新しいラヴェルの世界を確立。2017 年，ラヴェルのピアノ
ソロ作品全集をリリースし朝日新聞「今月の特選盤」，月刊誌「レコード芸術」の
特選盤に選出。第 35 回京都府文化賞功労賞受賞（2017）。

砂原 悟【SUNAHARA Satoru】教授
専門 /ピアノ
1987 年ミュンヘン音楽大学マイスタークラッセ修了。1988 年東京藝術大学大学院
修士課程修了。2011 年より本学教員。ポルト市国際ピアノコンクール入賞（1987），
クロイツァー賞受賞（1988）。CD「クラヴィコードの植物文様」が月刊誌「レコー
ド芸術」で準特選を受ける（2008）。

上野 真【UENO Makoto】教授
専門 /ピアノ
カーティス音楽院卒業。メリーランド，ジュネーヴ，オルレアン20 世紀，リヒテル
などの国際コンクールで上位入賞。世界 15カ国で演奏。ライフワークとして19 世
紀 ~20 世紀前半の歴史的ピアノによるソロアルバムと室内楽の CDプロジェクト（@
オクタヴィア，若林工房，Naxos）が進行中。

野原 みどり【NOHARA Midori】准教授
専門 /ピアノ
東京藝術大学首席卒業。パリ・エコール・ノルマル音楽院修了。2009 年より本学
教員。第 42 回ブゾーニ国際ピアノコンクール第 3位（1990），ブダペスト・フランツ・
リスト国際ピアノコンクール第 2位（1991），第 23 回ロン＝ティボー国際ピアノコン
クール第 1位（1992）。CD「ラフマニノフ作品集」「ラヴェル：ピアノ作品全集 I・
Ⅱ 」等。

音楽学部/音楽研究科

飯田 真人【IIDA Masato】教授
専門 / 美術教育
平成４年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修了。平成８年から京
都府立亀岡高等学校などで教諭，平成２５年から京都府総合教育センターで研究
主事兼指導主事。平成２８年からプール学院大学，桃山学院教育大学で准教授と
して，主に図画工作科教育を指導。令和２年４月より本学教員。その他制作活動
として立体造形をギャラリー等で発表。

上 英俊【UE Hidetoshi】准教授
専門 / 保健体育
2001 年京都大学大学院人間・環境研究科博士課程修了（人間・環境学博士）。
2006 年から本学教員。運動性疲労と味覚の関係について調査を行っている。

玉井 尚彦【TAMAI Naohiko】准教授
専門 / 理論言語学，英語学
2008 年博士（人間・環境学，京都大学）の学位取得。京都大学他非常勤講師を
経て，2012 年から本学教員。状態変化・位置変化を表す表現の統語派生に着目し，
統語と意味の対応に関連する性質を解明することを主な研究対象としている。

磯部 洋明【ISOBE Hiroaki】准教授
専門 / 宇宙物理学
2005 年京都大学大学院理学研究科物理学宇宙物理学専攻修了。博士（理学）。
日本学術振興会特別研究員，京都大学宇宙総合学研究ユニット，同総合生存学館
等を経て，2018 年から本学教員。専門の宇宙物理学の研究の他，宇宙人類学，
宇宙倫理学など人文社会系の宇宙研究の開拓も手がける。

中村 翠【NAKAMURA Midori】准教授
専門 /フランス文学
京都大学文学研究科にてフランス語フランス文学を専修。2006 年ジュネーヴ大学
でDEA（博士準備課程）取得，2012 年パリ第三大学ソルボンヌ・ヌーヴェルで
博士号取得。2013 年上智大学グローバル教育センター特別研究員，名古屋商科
大学専任講師を経たのち，2015 年から本学教員。日本フランス語フランス文学会
奨励賞（2014）

永守 伸年【NAGAMORI Nobutoshi】講師
専門 / 哲学，倫理学
2015 年京都大学文学研究科にて博士の学位取得。日本学術振興会特別研究員を
経て，2016 年から本学教員。論文「信頼概念の射程：自律概念の再検討を通じて」
（『倫理学年報』/ 2013），「Imagination and happiness in Kant’s moral philos
ophy」（CAPE Studies in Applied Philosophy and Ethics Series/2014）

作曲専攻

指揮専攻

ピアノ専攻
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北村敏則【KITAMURA Toshinori】准教授
専門 / 声楽（テノール）
京都市立芸術大学大学院修士課程修了。1990 ～ 91 年ウィーン留学。1997 年より
本学教員。J.S.G. 国際歌曲コンクール第 1位（1988）。ボルツァーノ歌曲コンクー
ル第 1位（1990）。青山音楽賞（1992）。京都市芸術新人賞 （1995）。堺市新人
演奏会，青山財団マスタークラス，東京国際声楽コンクール等審査員（2018‒）。

日紫喜 惠美【HISHIKI Emi】准教授
専門 / 声楽（ソプラノ）
京都市立芸術大学大学院修士課程修了。モーツァルテウム，ミュンヘン国立音楽大
学に留学。2011 年より本学教員。日本モーツァルト音楽コンクール１位，日本音楽
コンクール２位，ベルギー国際コンクール２位，バルセロナ国際コンクールソプラノ
賞等受賞多数。国内外の演奏会，オペラに主演。

久保 和範【KUBO Kazunori】准教授
専門 / 声楽（バリトン）
1991 年東京藝術大学大学院修士課程修了。文化庁オペラ研修所修了。文化庁芸
術家在外派遣員としてニューヨークに留学。第6回奏楽堂日本歌曲コンクール 1位。
東京二期会，新国立劇場において多くの公演に出演。国内主要オーケストラにソリ
ストとして客演。NHK等放送にも多数出演。2016 年から本学教員。

上野 洋子【UENO Yoko】准教授
専門 / 声楽（ソプラノ）
京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課程修了。ウィーン国立音楽大学卒業。
ウィーン国立オペラ座専属合唱団に9年間所属。ザルツブルク音楽祭「魔弾の射手」
花嫁付添いの乙女の一人などに出演，2010 年帰国。ソロリサイタル 6回。学校公
演，音楽療法的公演に力を入れる。

山田 陽一【YAMADA Yoichi】教授
専門 / 民族音楽学，音響人類学
大阪大学大学院文学研究科博士課程中退。学術博士（大阪大学）。2001 年より本
学教員。音と身体の響きあいをテーマにした「音響身体論」を展開している。編著
書「音楽する身体 ‒〈わたし〉へと広がる響き」（2008），著書「響きあう身体 ‒音楽・
グルーヴ・憑依」（2017），など。田邊尚雄賞（1998），小泉文夫音楽賞（2004）。

津崎 実【TSUZAKI Minoru】教授
専門 / 音響心理学，音楽心理学
1982 年東京大学大学院人文科学研究科心理学専門課程修士課程修了。2004 年
より本学教員。ATR 人間情報通信研究所在籍中（1995‒96）には英国ケンブリッ
ジのMRC 応用心理学ユニットの客員研究員として滞在。大学時代より一貫して聴
覚に関する研究を手がけている。

池上 健一郎【IKEGAMI Ken’ichiro】准教授
専門 / 西洋音楽史，音楽学
慶應義塾大学で日本史学（学士），音楽学（修士）を学んだ後，ヴュルツブルク
大学で博士号取得。ドイツ学術交流会（DAAD）奨学生（2007‒2010）。慶應義
塾大学，横浜市立大学，神奈川県立保健福祉大学非常勤講師を経て，2016 年よ
り本学教員。ハイドンとブルックナーを中心とする18‒19 世紀のドイツ器楽が専門。
西洋音楽における自然表現とその変遷にも関心を寄せる。

中井 悠【NAKAI You】講師
専門 / 実験・電子音楽，歴史的音楽学，表象文化論
東京大学大学院博士課程（表象文化論）のちニューヨーク大学大学院で博士号（歴
史的音楽学）。著書に「Reminded by the Instruments: David Tudor’s Music」（オッ
クスフォード大学出版局/2020予定）など。研究と並行し，No Collectiveとして音楽，
ダンス，演劇，お化け屋敷などを世界各地で制作，運営する出版プロジェクトAlre
ady Not Yetより絵本，雑誌，博物館カタログなどを出版。

田村 響【TAMURA Hibiki】講師
専門 /ピアノ
モーツァルテウム音楽大学留学。大阪音楽大学大学院修士課程修了。ロン・ティ
ボー国際音楽コンクール優勝（2007）。2003 年度アリオン賞。第 16 回出光音楽賞
（2006）。文化庁長官表彰 ･ 国際芸術部門（2008）。安城市市民栄誉賞（2008）。
第 10 回ホテルオークラ音楽賞 (2009）。文化庁芸術祭賞音楽部門新人賞（2015）。
京都市芸術新人賞（2018）。

四方 恭子【SHIKATA Kyoko】教授
専門 /ヴァイオリン
東京藝術大学卒業。フライブルク音楽大学ソリストコース卒業。ケルン放送交響楽
団第 1コンサートマスター。2003 年より本学教員。2002‒2018 年アフィニス夏の
音楽祭音楽監督をつとめる。兵庫県立管弦楽団コンサートマスター，東京都交響
楽団ソロコンサートマスター。兵庫県文化賞（2009）。

豊嶋 泰嗣【TOYOSHIMA Yasushi】教授
専門 /ヴァイオリン，ヴィオラ
1986 年桐朋学園大学卒業。2010 年より本学教員。新日本フィルのコンサートマス
ター就任（1986）。現在，新日本フィル，兵庫県立芸術センター管弦楽団，九州
交響楽団でコンサートマスター等を務める。芸術選奨文部大臣新人賞（1992）。

向山 佳絵子【MUKOYAMA Kaeko】准教授
専門 /チェロ
1993年東京藝術大学卒業。1990年リューベック音楽大学留学。第10回ガスパール・
カサド国際チェロコンクール第１位。第２回出光音楽賞受賞。東京藝術大学・武蔵
野音楽大学非常勤講師，ＮＨＫ交響楽団首席奏者を経て，2018 年より本学教員。

山本 毅【YAMAMOTO Tsuyoshi】教授
専門 /打楽器
京都市立芸術大学音楽学部，デュッセルドルフ国立音楽大学で打楽器を，アンテ
オケ国際宣教神学校でキリスト教神学を学んだ。札幌交響楽団打楽器奏者を経て，
1991 年より本学教員。ユーオーディア管弦楽団，いずみシンフォニエッタ大阪，ア
ンサンブル・フィリア等で演奏。青山音楽賞・バロックザール賞受賞（2000）。

大嶋 義実【OSHIMA Yoshimi】教授
専門 /フルート
1981 年京都市立芸術大学卒業，1984 年ウィーン国立音楽大学卒業（最優秀）。
プラハ放送交響楽団首席フルート奏者，群馬交響楽団第１フルート奏者を経て，
1997 年より本学教員。13 枚のＣＤいずれも欧米の音楽誌上等で高い評価を得る。
著書「音楽力が高まる17 のなに」（2011）

村上 哲【MURAKAMI Satoshi】准教授
専門 /ホルン
1988 年京都市立芸術大学音楽学部卒業。1990 年京都市交響楽団入団。1999 年
大阪フィルハーモニー交響楽団に移籍。2014 年退団までホルントップ奏者。2014
年より本学教員。「第 59 回日本音楽コンクール」ホルン部門最高位（第２位）「第
5回日本管打楽器コンクール」入選。

小濱 妙美【KOHAMA Taemi】教授
専門 / 声楽（ソプラノ）
1984 年東京藝術大学大学院修士課程修了。2011 年より本学教員。チューリッヒ
音楽大学に留学。文化庁芸術家在外派遣員としてミラノに留学。パヴァロッティ・
チャイコフスキーコンクールやジローオペラ賞等多数受賞。ドイツ・ニーダーザクセ
ン州立ブラウンシュヴァイク劇場専属歌手。新国立劇場開場記念「ローエングリン」
等国内外オペラやコンサートに主演。日本音楽コンクール等審査員。

音楽学専攻

声楽専攻

弦楽専攻

管・打楽専攻

大学情報
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佐藤 知久【SATO Tomohisa】教授
専門 / 文化人類学
2002 年京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士（人間・環
境学）。京都文教大学総合社会学部教員を経て，2017年から本学教員。著書『フィー
ルドワーク2.0』（2013），編著『世界の手触り フィールド哲学入門』（2015），共著
『宇宙人類学の挑戦』（2014），『コミュニティ・アーカイブをつくろう！ せんだいメディ
アテーク「3がつ 11 にちをわすれないためにセンター」奮闘記』（2018）など。

彬子女王【Princess Akiko】
専門 / 在外日本美術コレクション研究・文化交流史
学習院大学卒業後，オクスフォード大学マートン・コレッジに留学，日本美術史を
専攻し，海外に流出した日本美術に関する調査研究を行う。2010 年博士号取得。
2014 年，一般社団法人「心游舎」を創設し，子供たちに日本文化を伝える活動を
行う。2015 年から本学客員教授。

森村 泰昌【MORIMURA Yasumasa】
専門 / 現代美術
京都市立芸術大学美術学部デザイン科卒業。同美術学部専攻科修了。1985年ゴッ
ホの自画像に扮するセルフポートレイト写真制作。以降，「美術史シリーズ」「女優
シリーズ」等の自画像的作品を多数制作。2014年ヨコハマトリエンナーレのアーティ
スティック・ディレクターを務める。2013 年から本学客員教授。

塩見 允枝子【SHIOMI Mieko】
専門 / 作曲，パフォーマンス作品制作
東京藝術大学音楽学部卒業。1964 年ニューヨークに渡り，フルクサスに参加。
1965年にメールによるイヴェント「スペイシャル・ポエム」開始。現在も作曲，パフォー
マンス，視覚作品の制作など多様な活動を続けている。著書に『フルクサスとは何
か』(フィルムアート社 /2005)。

加治屋 健司【KAJIYA Kenji】
専門 / 現代美術史，美術批評史
ニューヨーク大学大学院美術研究所博士課程修了。PhD（美術史）。2006 年より
日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ代表。著書に『From Postwar to Post
modern, Art in Japan 1945‒1989: Primary Documents』（共編著 /ニューヨーク
近代美術館 /2012）。

宇佐美 朋子【USAMI Tomoko】特任講師
専門 / 教育心理学，臨床心理学
奈良女子大学大学院文学研究科修了。教育，病院，産業領域において心理臨床
実践に携わる。2015 年京都大学大学院教育学研究科臨床教育学専攻博士後期課
程単位取得認定退学。2020 年から本学特任教員。論文「存在感覚の希薄な青年
期女性との心理療法」心理臨床学研究（2010），学会発表「漱石の『三四郎』に
みる結婚のテーマについて」日本ユング心理学会第７回大会学会発表（2018）。

教職課程

特別招聘研究員

渡辺 信一郎【WATANABE Shinichiro】所長
専門 / 中国古代史，中国楽制史
1976 年京都大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程単位修得退学。1976
年－2014年京都府立大学文学部教員，学長を経て，2018年から本学教員。著書『中
国古代の国家と財政』（汲古書院 /2010），『中国古代の国家と楽制――日本雅楽
の源流』（文理閣 /2013）ほか。

藤田 隆則【FUJITA Takanori】教授
専門 /ethnomusicology（民族音楽学）
1988 年大阪大学大学院文学研究科博士後期課程中退。京都大学人文科学研究所
助手，大阪国際大学人間科学部助教授，ミシガン大学日本研究センター招聘教授
等を経て2005 年から本学教員。著書「能のノリと地拍子」。

竹内 有一【TAKEUCHI Yuuichi】教授
専門 /日本音楽史，近世邦楽
国立音楽大学大学院音楽研究科修士課程修了。同大学非常勤講師等を経て，
2004 年から本学教員。主な編著「詞章本の世界」，「常磐津節演奏者名鑑」等。
第 22 回清栄会奨励賞受賞（2009）。文化庁芸術祭執行委員会委員などを歴任。
常磐津若音太夫の芸名で実演活動にも携わる。

武内 恵美子【TAKENOUCHI Emiko】准教授
専門 / 音楽学，日本音楽史
2004年総合研究大学院大学文化科学研究科国際日本研究専攻修了。博士（学術）。
国立音楽大学助手，秋田大学准教授を経て，2014 年から本学教員。著書『歌舞
伎囃子方の楽師論的研究―近世上方を中心として』（和泉書院 /2005）他。第 24
回田邊尚雄賞，第 20 回清栄会奨励賞受賞。

田鍬 智志【TAKUWA Satoshi】准教授
専門 /日本音楽史，民族芸能
2002 年大阪芸術大学大学院芸術文化研究科博士後期課程修了。大阪芸術大学大
学院文化研究科嘱託助手，大阪府教育委員会事務局文化財保護課非常勤嘱託員，
本学日本伝統音楽研究センター非常勤講師を経て2012 年から本学教員。

齋藤 桂【SAITO Kei】講師
専門 / 音楽学，日本音楽史
2010 年大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了，博士（文学・大阪大学）。
日本学術振興会特別研究員 PD（東京大学），同二国間交流事業特定国派遣研究
者（シベリウス音楽院），大阪大学大学院文学研究科助教を経て2018 年から本学
教員。2006 年度〈柴田南雄音楽評論賞〉奨励賞。著書に『〈裏〉日本音楽史：
異形の近代』（春秋社 /2015），『1933 年を聴く：戦前日本の音風景』（NTT 出版
/2017）。

日本伝統音楽研究センター

芸術資源研究センター
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京都市立芸術大学ギャラリー@
ア ク ア

KCUA

1・2・13・14・25・28 系統（阪急桂駅東口経由）

11A 系統（JR 桂川駅発）

9・12・15・50・67・101 系統

▶ JR 桂川駅より約 15 分

▶ 京都駅（C2のりば）より約 45 分
▶ 阪急桂駅（東口）より約 20 分

京阪京都交通バス［芸大前］下車，徒歩すぐ

地下鉄二条城前駅下車，2番出口より徒歩 3分
市バス［堀川御池］下車，徒歩すぐ

京都市西京区大枝沓掛町 13‒6

京都市中京区油小路通御池押油小路町 238‒1

洛西シミズ病院

桂・京都駅 方面

バス停 ［芸大前］

亀岡・沓掛IC 方面 国道⑨号線

二条城

［二条城前］出口 出口 ①①地 下 鉄
東 西 線

烏丸・河原町 方面

バス停 ［堀川御池］
嵐山・太秦 方面

押小路通

東
堀
川
通

堀
川
通

御池通

地下鉄 
出口
②
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※本誌に掲載した情報は，2020 年 3月31日現在に確認できたものです。

Access map and  Information

アクセス



オープンキャンパス，オープンスクール，
進学説明会の詳細および最新情報は，
本学ウェブサイトをご覧ください。

https://www.kcua.ac.jp/examinee/
問合せ先：事務局連携推進課 入試担当
☎075-334-2238　nyushi@kcua.ac.jp

Open Campus
2020 年度

オープンキャンパス日程

8 月 2 日（日）
10:00 ‒17:30 予定

専攻ごとの見学会や学生作品の展示，ワークショップの開催や
在学生有志によるライブペインティングなど，京都芸大の魅力を
存分に体感できます。

全体説明会では，教員による入試課題説明も。 専攻別説明会後のアトリエ見学。

教員・職員・在学生による個別相談コーナー。ワークショップの開催も。

PC機器を揃えた情報スペースの見学会。 学生と教員が専攻を超えて一定のテーマに沿って
行う実践的な研究活動を紹介。

個性あふれる教員と在学生が，あなたを待っています！

美術学部
オープンキャンパス

進学説明会
京都をはじめ，各地で開催される進学説明会に，京都芸大も参加しています。本学の教
育の魅力をお伝えします。是非ご参加ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，本誌に掲載しているイベント等が延期・中止となる場合があります。

個別相談専攻別企画

アトリエ見学会

学内施設見学 「テーマ演習」紹介

Open SCHOOL
2020 年度

オープンスクール日程

10 月 4 日（日）
10:00 ‒17:00 予定

京都芸大のレッスン内容をとことん公開します！

音楽学部
オープンスクール

各専攻のレッスンの見学や授業の参加など，京都芸大の授業内
容をありのままに公開します。個別相談コーナーも設置。

入試や大学の概要を教職員が説明します。 在学生の目線で各専攻を紹介します。

実技レッスンを公開します。 職員や在学生が個別に対応。お気軽にどうぞ。

普段の授業風景を公開します。（写真はオーケストラ授業）

全体説明会全体説明会 専攻別ガイダンス

実技レッスン 個別相談

公開授業

オープンキャンパス，
オープンスクールは
事前申込制です。

本学ウェブサイト内で公開予定の
特設申込ページより
お申込みください。
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