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１-１．教材の種類と概要
（１）送付物
…  『コースガイド』または 
 『学習ガイド』（本誌） 『大学院ハンドブック』 補助教材『雲母』（きらら）

（２）Web
   
… airUマイページ… airU学習ガイド airUキャンパス

… まずは『学習ガイド』とairU学習ガイドをしっかりと読むことから始めましょう。

（３）シラバス（各科目の概要）
シラバスの確認方法は次のとおりです。
・airUマイページ＞カリキュラム一覧（シラバス）より確認する（右図）。
・印刷製本版シラバスを購入する（有料）。　▶…p.76参照

ただし、総合教育科目・学部共通専門教育科目のWeb限定科目、デザイン科のコー
ス専門教育科目、大学院芸術環境研究領域・環境デザイン領域・超域プログラムの
印刷製本版シラバスはありませんので該当者はairUマイページで確認してください。

１．［新入生向け］学習の進め方

事務手続きや学習に必要なこ
とが記載されています。

各コースまたは大学院での学
習の手引き、留意点などが記
載されています。

変更点や連絡事項など、学習
を進める上で重要な情報をお
伝えします。必ず確認してくだ
さい（発行日▶…pp.4～ 7参照）。

シラバス閲覧や教材提供、課題
提出、履修状況の確認、各種手
続きなどが行えます。

airUマイページにおける学習の
進め方を説明しています。

※…『学習ガイド』とは別のairU学
習ガイド独自の情報も記載さ
れています。

学生間や学生と教員、在学生と
卒業生をつなぐ交流用のWebサ
イトです。
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１-２．卒業・修了要件の確認
卒業・修了要件は、所属（コース、分野等）毎に定められています。『コースガイド』または『大学院ハンドブック』
に、詳細が記載されています。2019年度新入生（学部）の皆さんは、必ず「入学許可証・卒業要件通知」と照ら
し合わせて確認してください。
卒業要件 / 修了要件 卒業・修了までに必要な単位と必修科目
卒業研究・卒業制作着手要件/ 
修了研究・修了制作着手要件

卒業研究・卒業制作…/…修了研究・修了制作に着手する前年度までに満たす
べき単位と必修科目

通信教育部（学部）では、入学許可後に送付する「入学許可証・卒業要件通知」で、卒業要件として、卒業に必
要な在籍年数（修業年限）、単位数を入学形態別に通知しています。大学院の「入学許可証」には修業年限のみ
記載されていますが、修了に必要な単位数は下表のとおりです。

学部 大学院
入学形態 1年次入学 3年次編入学　※1 1年次入学
修業年限 4年 2年 2年

必要単位数 124単位以上 62単位以上　※2 30単位以上　※3
… ※1　2年次編入学の受け入れは2016年度まで
… ※2　建築デザインコースは72単位以上
… ※3　2017年度以前に入学の場合は、32単位以上

１-３．履修形態
通信教育部における開講科目は、「テキスト科目」と「スクーリング科目」に大きく分けられます。本学通信教育
課程では自宅学習や対面授業、レポートや作品など課題によって科目の形態が6種類あります。
p.32で学習の流れを確認し、自主的、計画的に学習を進めてください。

春期 夏期 秋期 冬期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

TR テキスト
レポート科目

レポート 試験 レポート 試験 レポート 試験 レポート 試験
21～30 1～8 21～30 1～8 21～30 1～8 21～31 1～8

TW テキスト
作品科目

作品 作品 作品 作品 作品 作品 作品 作品
11～20 11～20 11～20 11～20 11～21 11～20 11～20 11～20

TX テキスト
特別科目 課題の提出期間は科目により設定されます。

WS
Web

スクーリング
科目

レポート最終講評 レポート最終講評 レポート最終講評 レポート最終講評

21～28 13～20 21～28 13～20 21～28 13～20 21～28 13～20

Ｓ スクーリング
科目

夏期
先行募集
17～25

秋期
先行募集
17～26

冬期
先行募集
16～25

2020年度
春期
先行募集
3月下旬～

春期
追加募集
11～
（開講30
～5日前）

夏期
追加募集
10～
（開講30
～5日前）

秋期
追加募集
10～
（開講30
～5日前）

冬期
追加募集
10～
（開講30
～5日前）

GS 藝術学舎科目
夏季申込
5月
初旬～

秋季申込
8月
初旬～

冬季申込
11月
初旬～

2020年度
春季申込
2月
中旬～

・…対面の単位修得試験の今年度の試験実施日と受験申し込み期間はpp.41 ～ 42を参照してください。
卒業・修了判定にかかる方は卒業・修了関連科目以外の科目を冬期（1月～ 3月）に履修することはできま
せん。▶…p.68参照
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１-４．科目の種類

TR　テキストレポート科目　※レポート課題と単位修得試験科目 ▶ pp.37 ～ 45

テキスト（電子/紙）による学習
シラバスを読み、テキストをもとに自宅で学習します。

レポート作成（Webまたは郵送・窓口で提出）
あたえられた課題についてレポート（3,200文字程度/2単位科目）を作成。
レポートは教員の添削講評文とともに返却されます。
D評価（不合格）であった場合、再提出となります。

単位修得試験（Webまたは試験会場で受験）
レポート合格後、Webまたは試験会場で単位修得試験を受験します。
試験が不合格であった場合、再度受験してください。

単位修得
レポート、単位修得試験に合格すると、各期末に単位修得済となります。

TW　テキスト作品科目　※作品課題科目 ▶ pp.45 ～ 46

テキスト（電子/紙）・教材による学習
シラバスを読み、テキストをもとに自宅で学習します。

作品制作（Webまたは郵送・窓口で提出）
あたえられた課題について作品を制作。添削講評文と課題によっては作品のコピーやデー
タに教員のコメントが書き込まれたものとともに返却されます。
D評価（不合格）であった場合、再提出となります。

単位修得
すべての課題に合格すると、各期末に単位修得済となります。

TX　テキスト特別科目　※卒業研究・制作などの特別な科目 ▶ p.46

テキスト（電子/紙）による学習、または自分で設定したテーマについての学習
シラバスを読み、テキストをもとに自宅で学習、または自分で設定したテーマについて学
習します。

レポート作成、作品制作（Webまたは郵送・窓口で提出）
あたえられた課題についてレポート作成または作品を制作します。
D評価（不合格）であった場合、再提出となります。

単位修得
課題に合格すると、各期末に単位修得済となります。

TR　テキストレポート科目　※レポート課題と単位修得試験科目

■テキスト（電子/紙）による学習 ▶ p.●
シラバスを読み、テキストをもとに自宅で学習します。

■レポート作成（Webまたは郵送等） ▶ p.●
あたえられた課題についてレポート（3,200文字程度/2単位
科目）を作成。レポートは教員の添削講評文とともに返却さ
れます。

■単位修得試験（Webまたは試験会場） ▶ p.●
レポート合格後、Webまたは試験会場で単位修得試験を受
験します。

■単位修得 ▶ p.●
レポート、単位修得試験に合格すれば、単位修得です。 単位

修得

TW　テキスト作品科目　※作品課題科目

■テキスト（電子/紙）・教材による学習 ▶ p.●
シラバスを読み、テキストをもとに自宅で学習します。

■作品制作（Webまたは郵送等） ▶ p.●
あたえられた課題について作品を制作。添削講評文と課題に
よっては作品のコピーやデータに教員のコメントが書き込ま
れたものとともに返却されます。 

■単位修得 ▶ p.●
課題に合格すれば、単位修得です。 単位

修得

TX　テキスト特別科目　※卒業研究・制作などの特別な科目です。

■テキスト（電子/紙）による学習、または自分で設定したテー
　マについての学習 ▶ p.●
シラバスを読み、テキストをもとに自宅で学習、または自分
で設定したテーマについて学習します。

■レポート作成、作品制作（Webまたは郵送等） ▶ p.●
あたえられた課題についてレポート作成または作品を制作。

■単位修得 ▶ p.●
レポート、単位修得試験に合格すれば、単位修得です。 単位

修得
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S　スクーリング科目　※対面授業科目 ▶ pp.49 ～ 60

スクーリング申込（Webまたは郵送・窓口で申し込み）
スクーリング申込は、年4回の申込スケジュールにのっとり、先行募集と追加募集を行い
ます。必修科目や選択必修科目は先行募集で申し込むようにしてください。

スクーリング受講
キャンパスまたは学外会場にて受講します。
スクーリングは講義系科目と演習系科目があります。スクーリング受講時の注意事項を確
認してください。

スクーリングレポート提出（Webまたは郵送・窓口で提出）
講義系科目はスクーリング受講後にスクーリングレポートの提出が必要な科目があります。

単位修得
合格すると、各期末に単位修得済となります。

WS　ウェブスクーリング科目　※Web上での動画学習とレポート試験科目 ▶ pp.61 ～ 64

動画教材・テキスト・ 章末テストによる学習
シラバスを読み、動画教材とテキストを組み合わせて学習します。授業コミュニティの「道
標」も定期的にチェックしましょう。

レポート試験提出
全15章の動画教材を視聴し終えたら、レポート試験を提出します。

全体講評視聴
全体講評動画を視聴することで、全ての授業が終了します。

単位修得
全体講評動画を視聴したうえで、レポート試験に合格すると、各期末に単位修得済となり
ます。
D評価（不合格）であった場合、履修した年度内に提出機会があればレポート試験を再提出
することができます。

GS　藝術学舎科目　※本学が開講する公開講座を受講する科目 ▶ p.65

講座申込（Webまたは郵送･窓口で申し込み）
藝術学舎Webサイトまたは、講座申込書を提出し講座を申し込みます。
※原則、受け付けは先着順。

各キャンパスで講座を受講
各キャンパスまたは学外会場にて講座を受講します。

制作課題、授業内試験または講座レポートの採点をうける
講義系科目：講座内での試験または講座終了後に講座レポートを提出し、採点をうけます。 
演習系科目：講座時に制作物を完成させ、採点をうけます。

単位修得
各講座で設定されている課題に合格すると、各期末に単位が認定されます。

S　スクーリング科目　※対面授業科目

■スクーリング受講申し込み（Webまたは郵送） ▶ p.●
スクーリングを申し込み、受講許可となった科目を履修する
ことができます。また、科目によっては事前課題や事前学習
がありますので、受講前までに取り組んでください。

■スクーリング受講 ▶ p.●
キャンパスまたは学外会場にて受講します。
スクーリングは講義系科目と演習系科目があります。

■スクーリングレポート提出（Webまたは郵送） ▶ p.●
講義系科目はスクーリング受講後にスクーリングレポートの
提出が必要な科目があります。

■単位修得 ▶ p.●
合格すれば、単位修得です。 単位

修得

WS　ウェブスクーリング科目　※Web上での動画学習とレポート試験科目

■動画教材・テキスト・ 章末テストによる学習 ▶ p.●
シラバスを読み、動画教材とテキストを組み合わせて学習し
ます。授業コミュニティの「道標」も定期的にチェックしま
しょう。

■レポート試験提出 ▶ p.●
全15章の動画教材を視聴し終えたら、レポート試験を提出し
ます。

■全体講評視聴 ▶ p.●
「全体講評」動画を視聴することで、全ての授業が終了します。

■単位修得 ▶ p.●
「全体講評」動画を視聴したうえで、レポート試験に合格す
れば、単位修得です。

 単位
修得

GS　藝術学舎科目　※本学が開講する公開講座藝術学舎を受講する科目

■講座申し込み（Webまたは郵送） ▶ p.●
藝術学舎は本学が開講している一般公開講座です。講義や
デッサン、写真の演習など、多彩なプログラムを開講してお
り、これ らの講座を受講することでも単位が修得できます。

■各キャンパスで講座を受講 ▶ p.●
各キャンパスまたは学外会場にて受講します。

■講義系科目:講座レポート提出（郵送） ▶ p.●
講義系科目は講座終了後に講座レポートを提出、演習系科目
は制作物を講座時に採点。 

■単位修得 ▶ p.●
合格すれば、単位認定します。 単位

修得



14

ま
ず
は
じ
め
に

１-５．履修プランを立てる
通信教育では自分で履修プランを立て学習をすすめることが重要です。
入学許可後は、『学習ガイド』やシラバスを確認して履修計画を立てましょう。airUマイページ＞履修プランで
は、履修計画を登録し、修得予定の単位数を計算することができます。

（１）卒業・修了要件の確認
　①在籍年数
　　……学部の場合、1年次入学の場合は最短4年、3年次編入学の場合は最短2年で卒業可能です。また、大学院の
場合は最短2年で修了可能です。… ▶ p.168修業年限・在籍年限

　②卒業・修了要件
　　……まずは、卒業・修了要件を確認して、何年で卒業・修了するかを決めましょう。そして、卒業・修了年
度の前年度までに「卒業研究・卒業制作着手要件…/…修了研究・修了制作着手要件」を満たす必要がありま
すので、必修科目・単位数を確認しましょう。

… ▶ …pp.20 ～ 21、所属コースの『コースガイド』または『大学院ハンドブック』参照

（２）履修プランを立てる
　①履修モデル
　　……airUマイページの「履修プラン」で履修計画を立てましょう。学部の方は『コースガイド』の「履修モデル」
を参考にしてください。

airUマイページ＞「履修プラン」
「履修プラン」で履修予定を作成すると、修得予定の単位数の計算をするこ
とができます。どの科目を選べばよいか迷っている新入生の方は『コースガ
イド』に掲載している履修モデルに対応した「履修モデル推奨プラン」を活
用することもできます。
まずは推奨プランを選択したうえで、履修予定の科目を入れ替えることを
おすすめします。

 ▶airU学習ガイド＞１.…まずはじめに参照

　②年間スケジュールの確認　▶…pp.4 ～ 7参照
　　・スクーリング科目の開講日程や課題提出期間の確認をしましょう。
　　・…3ヶ月ごとのタームで計画するとリズムがつかみやすいでしょう。
　　・……卒業・修了年度の冬期（1月～ 3月）は、卒業・修了関連科目以外の科目を履修することができません。

2019年度卒業予定の方は…▶…p.68…「2019年度卒業予定者のスケジュール」を必ず確認しましょう。

（３）［随時］履修状況の確認と履修プランの見直し
3 ヶ月ごと、半年ごとに履修状況を確認し、年度はじめに立てた予定とズレがあれば、履修プランを調整し
ましょう。

初年度 毎年 随時

学習 卒業・修了卒業・修了要件の確認
卒業・修了要件を確認
して、何年で卒業・修
了するかを決めましょ
う！

履修プランを立てる
シラバスを見て履修
科目を決め、履修プ
ランを作成しましょ
う！

履修プランを見直す
履修途中にも計画に
ズレがないかを確認
しながら履修プラン
を調整しましょう！

↑
ここをクリック
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２-１．ログイン
airUマイページやairUキャンパスへのログインは以下のURLにアクセスのうえ、「airU利用登録通知」のユーザ
ID、パスワードを入力してログインしてください。「airU利用登録通知」は、入学時に芸術学科・美術科・デザ
イン科および大学院の全学生に発行し、学生証と同封のうえ簡易書留で郵送しています。2016年度以前に入
学されている方は「サイバーキャンパス利用登録通知」のユーザID、パスワードでログインできます。
ログインID・パスワードがわからない場合は、airUマイページログイン画面の「IDを忘れた場合はこちら」、「パ
スワードを忘れた場合はこちら」から手続を行ってください。

①airUマイページ　https://air-u.kyoto-art.ac.jp/
②airUキャンパス　https://air-u.campus.kyoto-art.ac.jp/

２-２．airUマイページ
airUマイページは学習を行うページであり、学生一人一人の学習をサポートする様々な機能を備えた個人ペー
ジです。

▶airU学習ガイド＞３.…履修・学習参照

＜airUマイページでできること＞

２．Web学習（airU）簡単ガイド

①airUマイページ ②airUキャンパス

個人情報
学籍情報、成績、藝術学
舎受講履歴、学費の確認
ができます。

各科目の情報
課題提出期間やスクーリング・講座申込期間が表示されています。
シラバスの確認、S科目の申し込みと申込状況の確認・キャンセル
やT科目課題（レポート・作品）の提出（一部科目を除く）、単位修
得試験の受験やWS科目の履修ができます。

電子
テキストの
購入・閲覧

コンシェル
ジュ（質問
フォーム）

airU学習
ガイド

証明書発行申請
在学証明書、成績証明書等の
発行申請をすることができま
す。

カリキュラム一覧（シラバス）
各科目のシラバス（科目概要や
評価基準、課題の内容など）を
確認することができます。

その他情報へのアクセス
・カレンダー
大学の行事予定や課題
の提出期間などが表示
されます。

・airUキャンパス

履修プラン
年間の履修計画
を立てることが
できます。

お知らせ
事務局からのお知
らせが表示されて
います。
ログイン後はまず
こちらを確認する
ように心がけてく
ださい。
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２-３．airU学習ガイド
airU学習ガイドにはairUマイページで学習するうえで必要な情報が掲載されています。『学習ガイド』（本誌）と
は別のairU学習ガイド独自の情報も掲載されていますので、airUマイページで学習する際は、『学習ガイド』に
加えて必ずairU学習ガイドも確認してください。

airU学習ガイド

２-４．airUキャンパス
airUキャンパスは、学生間や学生と教員、在学生と卒業生をつなぐ交流用のWebサイトです。

▶airU学習ガイド＞５.…Web利用参照

airUキャンパス

＜airUキャンパスでできること＞
（１）お知らせの確認
事務局から学生生活に関するお知らせを配信します。
授業や履修に関する連絡事項はairUマイページ＞「お知らせ」を確認してください。

（２）投稿・コメント・コミュニティによる交流
展覧会・イベントの告知を投稿したり、投稿に関してコメントをし、airUメンバー（卒業生・在学生・教員・
事務局）で会話をすることができます。また、学習会や趣味の集まりなどのグループ（コミュニティ）をつくり、
交流することができます。

（３）更新情報の確認・検索
自分が投稿した情報や、参加しているコミュニティに新しいトピックやコメントが投稿されると、「プロ
フィールページ」に表示されるので、自分に関わる最新情報を把握することができます。また、トピック検
索機能を使って、知りたい情報に容易にアクセスすることができます。

（４）カレンダー
大学の行事予定や、課題の提出期間などが表示されます。

（５）『卒業制作・卒業研究 作品・論文集』と『雲母』（一部を除く）のバックナンバーの閲覧

（６）コースサイトと学びのリンク
学生生活におすすめの外部サイトや、各コースサイトへアクセスできます。
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TR科目の課題提出期間
2019年度よりTR科目の提出期間はすべての科目において年4回となります。
2017年度にT科目からTR科目となった一部の科目は…、…履修形態・提出期間変更の移行措置として2018年度ま
では年7回の提出期間を設定していましたが、…これらの科目についても、2019年度より提出期間は年4回になり
ます。
これにともない、…2018年度まで、TR科目のうち提出期間を年4回とする科目を「TR4」、年7回とする科目を「TR7」
と呼んでいましたが、…この「TR4」「TR7」という呼び方を廃止し、…TR科目についてはすべて「TR」とします。

スクーリング開講日数について
講義系スクーリングにおいて、3日間2単位のスクーリングは、大学院および資格課程の一部の科目を除き、2
日間1単位の開講となります。
美術科（写真コース除く）の3日間1単位の演習系スクーリングについては、2日間1単位（2単位の場合は、2日間
を2日程の計4日間もしくは4日間連続）となります。なお、事前課題や事前学習を課す科目がありますので、ス
クーリング受講前に必ずシラバスを確認し、各自で取り組んでください。

講義系スクーリング科目の授業時間およびスクーリングレポートの廃止（一部科目除く）
講義系スクーリング科目の授業時間が、1日目3講時（3～ 5講時）+2日目5講時（1～ 5講時。0.5講時の授業内試
験含む）が基本パターンとなります。ただし、一部の科目においては、1日目+2日目各4講時（2～ 5講時）の場
合があり、フィールドワークの科目では不規則な授業時間となるため、必ずシラバスを確認してください。
また、スクーリングレポート（事後レポート）は一部の科目を除き廃止し、授業内での試験（0.5講時分）を実施
します。

シラバス一斉送付の終了と有料化について
印刷製本版シラバスについて、2016年度以前入学生の芸術学科・美術科の皆さんは、電子版シラバス提供に
伴う移行措置として2017…～…2018年度は年度始めに無料で送付していましたが、2016年と2018年の『雲母』11月
号でお知らせしていたとおり、2019年度以降は一斉送付は行いません。airUマイページより電子版シラバスを
ご覧いただくか、印刷製本版シラバスが必要な方は各自請求（有料）してください。但し、大学院…美術・工芸
領域のシラバスについては、今までどおり年度始めの一斉送付で無料送付します。

年度始めの一斉送付
2017年度以前の入学者は2018年度での年度始めの一斉送付で在籍中に利用する教材を送付しました。（2018年
度入学生は入学時の一斉送付で在籍中に利用する教材を送付しています）2019年度より年度始めの一斉送付は
『学習ガイド』、『コースガイド』/『大学院ハンドブック』、学生証有効期限シールのみとなります（大学院…美術・
工芸領域はシラバスも送付します）。…

共通科目（総合教育科目・学部共通専門教育科目）のスクーリング受付について
2018年度までは総合教育科目のデッサン科目以外の共通科目（総合教育科目・学部共通専門教育科目）は追加
募集からスクーリング科目の申込を開始していましたが、2019年度より全ての共通科目において先行募集より
申し込みを受け付けします。

３．［在学生向け］2018年度からの変更事項と注意点
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