
2018年度以前入学者向け

カリキュラムガイダンス
2019/04/10

学群カリキュラム委員長 山田



今日は大事なことを
たくさんお話します



専門導入科目・総合科目(学士基盤科目)の
事前登録について



事前登録とは？
• 教室の定員があるので、授業開始前に希望登録を行い、
定員に達した場合に抽選を行ないます。

•登録が必要な科目

•総合科目(学士基盤科目)
• 専門導入科目(基本的には関係ありません)



事前登録の日程
•春Aモジュール開始科目の事前登録は 4/8～4/10 18:00まで
今日やりましょう。

授業開始
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各モジュールごとに
授業開始前に登録・抽選を行います。



事前登録の方法
1.TWINSログイン ➡ 「履修」 ➡ 「事前登録」
2.カテゴリ（開始モジュール）・科目グループ（科目の曜時限）を選択
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事前登録の方法
複数曜時限の科目は
春Aモジュール・月１に近い方
の科目グループで選ぶ
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①・②・③は「春A火１」
科目グループ

④は「春A木１」
科目グループ

例：
①春AB・火1 の科目
②春A・火１・水１ の科目
③春A・火１・２ の科目
④春AB・木１ の科目



事前登録の方法
３．受講希望の科目に順位をつける

事前登録期間内は、何度でも
登録をやり直しできます

※希望順位が低いと、必修科目でも
受講制限を受ける場合があります

必修科目は「1位」をつける※
履修を希望しない科目の順位は空白で



結果の確認

TWINSで抽選終了のアナウンス後
➡ 「履修登録・登録状況照会」画面の表示を確認
➡ 科目が登録されていれば当選

希望者が受講定員に達しなかった科目のみ
定員に達するまで先着順受付（履修申請期間・申請方法は通常の科目と同じ）

結果の確認

先着順受付（2次募集）



事前登録の注意点

詳細は「事前登録」案内リーフレットを熟読してください

曜時限が重複する科目は履修できません

l 「事前登録科目」と「通常の科目」のモジュールと
曜時限が重なっていないか気を付けましょう

l リーフレットの４ページ事前登録のポイントを
必ず読んでください



今日覚えて帰ること その1

入学年度の

履修要覧
が卒業の条件です



学内諸規則等

入学年度の
内容を見る



別表第1
(第3条関係)
(芸術専門学群)
を参照



今日覚えて帰ること その2

芸術専門学群のことは

カリキュラムの
WEBページ
に書いてあります



カリキュラムの変更について



2019年度からのカリキュラム
• Specialty Finding Team 教育(SF教育)の開始
• 学際化、リベラルアーツ教育(要するに横断的な学びや研究)の強化

•但し、これらは2019年度入学生から実施されるカリキュラム
• 2018年度以前の皆さんは、従来のカリキュラムのまま卒業まで
進みます。



全学的な変更点
1. 「総合科目Ⅱ」の段階的廃止
2. 「情報」の改変



全学的な変更点
1. 「総合科目Ⅱ」の段階的廃止
• 2019年度の入学生は「専門導入科目」という科目体系に変わる
• 2018年度以前の入学生のうち、単位が取れていない人向けの
救済策として残るが、段階的に廃止
• つまり、まだ卒業要件を満たせていない人は今年度中に必ず履修
しないと卒業できなくなります



全学的な変更点
2. 「情報」の改変
• 2019年度生向けの講義と実習の内容が変わり、従来どおりの
枠組みで開設されなくなる
• 通常は1年次に履修が終わっているはずだが、履修していない
場合はどの科目を取るべきか注意が必要



芸術専門学群の変更点
1. 科目番号体系の変更
2. 科目の読み替えについて
3. 概論科目の専門基礎科目化
4. 専門語学の専門科目化
5. 造形基礎演習、造形技法実習の再編
6. 造形教育論の教職科目化



芸術専門学群の変更点
1. 科目番号体系の変更
• 科目番号の考え方を整理しました。
同じ科目でも昨年度までの科目番号とは違う番号になっています
• 新科目番号体系では、2019年度の入学生の要件を元にして
• 専門基礎科目 YAで始まる科目番号
• 専門科目 YBで始まる科目番号

のように変更されます。



どういうこと？？



どういうこと？？

科目番号が変わると
卒業要件を満たせないケースが出てきます



2019年度は
Y2で始まる科目は
ありません



芸術専門学群の変更点
2. 科目の読み替えについて
• 科目番号が変更になると、卒業要件にかかれている番号と違う
ため、残りの在学期間で卒業要件を満たすことができません
• そこで、YA、YBで始まる科目について、従来のY1～Y7までの
どの科目に対応しているかを決定し、科目番号の読み替え表を
つくりました





Y2で始まる
この科目は

YBで始まる
この科目で
読み替えますよ

単位数



科目の読み替え表はここ



芸術専門学群の変更点
3. 概論科目の専門基礎科目化
• 皆さんの入学年度では、概論科目は専門科目として開設されてい
ましたが、今年度は専門基礎科目枠(YAで始まる科目番号)に移
動します
• 2018年度以前入学のみなさんがYAで始まる概論科目を履修した
場合は、従来どおり専門科目とみなして卒業要件とします
(読み替え表を参照のこと)



芸術専門学群の変更点
4. 専門語学の専門科目化
• 皆さんの入学年度では、専門語学は専門基礎科目として開設され
ていましたが、今年度は専門科目枠(YBで始まる科目番号)に
移動します
• 2018年度以前入学のみなさんがYBで始まる専門科目を履修した
場合は、従来どおり専門基礎科目とみなして卒業要件とします
(読み替え表を参照のこと)



芸術専門学群の変更点
5. 造形基礎演習、造形技法実習の再編
• 2018年度から造形基礎演習・造形技法実習は開講されず、
新しくYAで始まる「基礎演習」という科目が開設されます
• 卒業要件としての造基礎、造形技法実習を履修できていない場合
は、YAで始まる「基礎演習」の一部科目で読み替えます
(読み替え表を参照のこと)



芸術専門学群の変更点
5. 造形教育論の教職科目化
• 専門基礎科目だった造形教育論は、2019年度から9番台の科目
番号で始まる教職科目となります。
• 2018年度以前入学のみなさんが9番台の造形教育論を履修した
場合は、従来どおり専門基礎科目とみなして卒業要件とします
(読み替え表を参照のこと)



その他



カリキュラム変更に伴う注意点
段階的に閉講する科目
• 芸術学概論、造形論は2019年度のみ開講

• つまり、今年度履修しないと卒業できません
• 開講日程等に変更があります

• 芸術学概論-1 集中に変更(4/8～19に履修申請、6/1、8の1～5限に実施)
• 芸術学概論-2 秋ABに時間割通りに開設
• 造形論A・Bは 通年・随時に変更 (今後の掲示に注意)



カリキュラム変更に伴う注意点
開講日程に変更がある科目(4/10時点)
以下の2科目については、時間割以外に補講があります
• YBJ0101 メディア・アート論 (5C203)

春AB 木3 に変更、初回授業は5月16日(木)
• YBJ1512 メディアアート・プログラミング (6A203)

春AB 木4,5 に変更 4月18日(木)4限にガイダンスあり



カリキュラム変更に伴う注意点
開講日程に変更がある科目(4/10時点)
• YBJ1522 メディアアート・フィジカルコンピューティング

(6A203)
秋AB 木4,5 に変更

いずれの科目についても、KDBの情報は更新されていますので、
KDBを参照するようにしましょう。



その他お知らせ
YBX3712 アートセラピー入門1

• 4/22(月)※日本語、23(火)※英語の11:45-12:10(5C203教室)に説明会を
実施するので、履修希望者はどちらかの日程に必ず出席すること。
(科目等履修生をのぞく)

4012042, YBX4812
アート・デザインプロデュース演習1

• 4月17日(水) 18:15より6A308でガイダンスを行う。
詳しくは掲示を参照のこと。



廃棄物の処理方法について
(加藤先生より)



おさらい



今日覚えて帰ること その1

重要な事は全て

履修要覧
に書いてあります



今日覚えて帰ること その2

芸術専門学群のことは

カリキュラムの
WEBページ
に書いてあります



その他、わからないことは
各領域のカリキュラム委員の先生か

私に質問してください。



領域別オリエンテーション

美術史（6B204）
芸術支援（6B205）
洋画・版画（5C316）
日本画（6A301）
彫塑（6A102）
書（6A403）
構成、総合造形、クラフト、ビジュアル（5C216※移動なし）
情報・プロダクト、環境、建築（6A308）


