
京都芸術デザイン専⾨学校 併願制度利⽤にあたって 
 

京都芸術⼤学が実施する⼊試において、京都芸術デザイン専⾨学校の併願制度を利⽤する場合は下記要項
の確認を必ず⾏い、同意をした⽅が対象となります。 
【個⼈情報・選考試験における回答内容の共同利⽤について】 
学校法⼈⽠⽣⼭学園 京都芸術デザイン専⾨学校との併願制度における選考、通知に限り、併願制度希望
者の京都芸術⼤学に提出した出願情報（個⼈情報）・選考試験における回答内容について共同利⽤いたし
ます。 

京都芸術デザイン専⾨学校 併願制度 利⽤要項 
 
■京都芸術デザイン専⾨学校とは 
京都芸術⼤学の併設校で、キャンパスや施設を共有している京都府認可の２年制専⾨学校です。基礎から学
び、２年間で専⾨技術と知識を習得することでクリエイティブの仕事を⽬指します。また、京都芸術⼤学への併
設校編⼊制度もあり、⼊学⾦や実技試験免除などのメリットを活かした編⼊が可能です。 
 
■京都芸術デザイン専⾨学校 併願制度 
京都芸術⼤学の Web 出願において併願制度を選択した場合、京都芸術⼤学と京都芸術デザイン専⾨学校
の両校を、京都芸術⼤学で実施するひとつの試験で同時に受験することができます。試験結果や作品について、
それぞれの基準によって選考し、⼊試の結果は両校から別途通知されます。なお、京都芸術デザイン専⾨学校
を合格した場合でも、その後京都芸術⼤学を引き続き受験することは可能です。 
 
京都芸術デザイン専⾨学校の詳細は公式 Web サイトをご確認ください。 
https://www.cdc.ac.jp/ 
⼊試⽅法や学費、編⼊制度など直接話を聞きたい⽅は毎週実施のオープンキャンパス・ 
個別相談会にお気軽にお越しください。希望の⽅はオンラインでの相談も可能です。 
 
 
■京都芸術⼤学 併設校編⼊制度 
京都芸術デザイン専⾨学校から京都芸術⼤学へ進学が可能な編⼊制度には 3 種類の⽅法があります。 
1． 
特別指定校 
編⼊制度 
[3 年次編⼊] 
 

内   容︓志願理由書、ポートフォリオの提出によって、特別指定校推薦として選抜 
出願条件︓出席率 90％以上、コース内成績上位 5％以内であり、京都芸術デザイン専⾨学校の推薦

が受けられる者 
対象学科︓情報デザイン、マンガ、キャラクターデザイン、環境デザイン、空間演出デザイン 
       ※⼀部学科においては編⼊後のコース・領域選択において限定がある場合があります 
定   員︓対象学科ごとに 2 名 

2．  
指定校編⼊制度 
[2 年次、3 年次編⼊] 

内   容︓ポートフォリオの提出、志望学科教員による⾯談によって指定校推薦として選抜 
出願条件︓出席率などの条件を満たし、京都芸術デザイン専⾨学校の推薦を受けられる者 
対象学科︓学んでいる分野を活かすことができる学科 志望学科教員との⾯談にて相談可能 
定   員︓若⼲名 

3． 
⼀般編⼊制度 
[2 年次、3 年次編⼊] 

内   容︓志望学科による⼩論⽂、⾯接（ポートフォリオ持参）など通常の編⼊学試験 
対象学科︓出願要件を満たした学科 
定   員︓若⼲名 

 

※指定校編⼊制度、⼀般編⼊制度では選考の上、3 年次編⼊を希望していても 2 年次編⼊となる場合があります。 



■併願制度 選考の流れ 
併願制度は以下の⼿順に沿って実施します。 

 
 
1．京都芸術⼤学 web 出願にて併願を選択 
併願制度を利⽤できる⽅は、京都芸術⼤学の受験者のみです。併願制度では京都芸術デザイン専⾨学校の 
選考料は免除されます。※京都芸術⼤学の選考料は必要です。 
 
2．京都芸術⼤学への必要書類提出 
出願時の書類提出については京都芸術⼤学への提出のみです。 
 
3．京都芸術⼤学にて試験実施 
併願利⽤者については、京都芸術⼤学で実施される試験について京都芸術⼤学、京都芸術デザイン専⾨学
校の両校を受験することが可能です。試験結果、作品についてそれぞれの基準によって選考します。 
 
4．結果通知 
⼊試結果通知については京都芸術⼤学、京都芸術デザイン専⾨学校それぞれから別途通知します。 
 
5．⼊学⼿続書の提出 
併願制度利⽤での京都芸術デザイン専⾨学校の合格者には、合格通知に⼊学⼿続書が同封されます。⼊学
⼿続書では進学意思や学費免除制度の利⽤などの確認のため、記⼊し返送をしてください。 
 
6．学費振込み 
⼊学⼿続書を提出後、学費・納付⾦の振込依頼書が届きます。納⼊期⽇までに振り込みをすることで⼊学許
可書が郵送されます。なお、京都芸術デザイン専⾨学校を合格後、京都芸術⼤学への⼊試は引き続き受験が
可能であり、京都芸術⼤学に合格し、⼊学辞退を希望する場合は⼊学辞退届を提出することで、先に納⼊し
た納付⾦を⼊学⾦含む納付⾦を全額返還いたします。 
⼊学辞退の相談、辞退届の送付については京都芸術デザイン専⾨学校広報課へお問い合わせください。 
 

併願制度利⽤に関するお問い合わせ 

京都芸術デザイン専⾨学校 広報課 

フリーダイヤル:0120-00-9231 

e-mail:cdc@office.kyoto-art.ac.jp 
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■募集学科・コース 
学科 コース・専攻 

クリエイティブデザイン学科 

（2 年制） 

※専⾨学校卒業資格 

「専⾨⼠」付与 

 

 

コース詳細は以下 

QR コードにて確認できます。 

 

ビジュアルデザインコース 

・グラフィックデザイン専攻  ・Web デザイン専攻 

・イラストレーション専攻   ・グッズデザイン専攻    ・動画専攻 

さまざまな分野のデザインを学び、就職に直結したスペシャリストを⽬指す。 

1 年次で、基本をトータルに学び、2 年次から進路別の専攻を選択。 

【編⼊学を⽬指せる学科】情報デザイン学科 

 

キャラクターデザインコース  2021 年度新設コース 

アニメーションや Live2D など、デジタルで「動かす」ことを学び、より魅⼒的な 

キャラクターづくりと、キャラクターコンテンツを活⽤した業界を⽬指す。 

【編⼊学を⽬指せる学科】キャラクターデザイン学科、情報デザイン学科 

  ※京都芸術⼤学キャラクターデザイン学科とは学ぶ内容が異なる為、よくご検討のうえ選択して下さい。 

コミックイラストコース 

絵を描くことに特化し、イラストを描く仕事を⽬指す。1 年次では画⼒向上のため、 

基礎から作画やデッサン、キャラクター、背景などを学び、2 年次では⽬指す業界に 

向けてイラストの表現⼒向上やアニメーションやゲーム分野の応⽤技術を学ぶ。 

【編⼊学を⽬指せる学科】マンガ学科、キャラクターデザイン学科 

 

インテリアデザインコース 

・デザイン専攻 ・コーディネート専攻 ・雑貨家具専攻 

住宅・店舗のデザインやインテリアコーディネート・雑貨など、インテリアに関わる仕事を 

⽬指す。1 年次後期から進路別の専攻を選択。 

【編⼊学を⽬指せる学科】環境デザイン学科、空間演出デザイン学科 

 

ファッションクリエイトコース 

服やファッションアイテムの企画・販売、デザインなどを実践的に学び、ファッションを総合 

的に学ぶ。ファッション業界で活躍出来るよう確実にステップアップできるカリキュラム。 

【編⼊学を⽬指せる学科】空間演出デザイン学科 ファッションデザインコース 

 

ハンドメイドコース 

アクセサリー・シルバーワーク・バッククラフト・雑貨・⾰製品など、幅広い多様な 

ものづくりの知識や技術を学ぶ。イチからものづくりを学び、多彩な素材を使った 

実践的な技術を⾝に付けることができる。 
【編⼊学を⽬指せる学科】美術⼯芸学科 総合造形コース 

 

※どのコースにおいても、出願時に専攻の選択は必要ありません。⼊学後、⼀定期間学習ののち、専攻を選択します。 

＊京都芸術⼤学への編⼊学については、同分野コースでの受験が可能です。受験資格については京都芸術デザイン専⾨

学校が定める基準を満たすことで対象となります。 



■京都芸術デザイン専⾨学校 学費・納付⾦ 
※納⼊⽅法は、年間学費⼀括納⼊⽅法と半期学費納⼊⽅法の 2 種類があります。 

⼊学⼿続き時に両⽅のご案内をお送りしますので、確認の上、適切な納⼊⽅法を選んでください。 

クリエイティブデザイン学科 
1 年⽣ 2 年⽣ 

前期 後期 前期 後期 

納⼊時期 合格時 2021 年 8 ⽉ 2022 年 2 ⽉ 2022 年 8 ⽉ 

⼊学⾦ 150,000 - - - 

授業料 600,000 600,000 600,000 600,000 

⾃治会費・学⽣災害傷害保険 11,610 - - - 

卒業関係費(作品集、同窓会費など) - - 15,000 - 

合計 761,610 600,000 615,000 600,000 

・『⾃治会費』は全学イベント費⽤として初回学費と合わせて納⼊いただきます。 

・『学⽣災害傷害保険』とは、通学中や授業中の事故や怪我などを保障するものです。 

・『学⽣災害傷害保険』以外にインターンシップ実施対象者のみインターンシップ保険料年間 250 円を⼊学後にお⽀払いいただきます。 

・『卒業関係費』には同窓会費が含まれます。 

・上記と合わせて、教材費として 2 年間で 20,000〜80,000 円程度必要です。（対象年度・コースにより異なります） 

⼊学時購⼊予定となり、⼊学予定者には案内を送付いたします。また、購⼊時期が 1 年次後期・2 年次に分かれる場合があります。 

・研修などへの参加を希望する場合は、別途研修費が必要となります。（ 詳細については⼊学後にご案内します）

 

■⼊学⾦免除制度 条件を満たせば⼊学⾦ 15 万円を免除できます。  

※京都芸術⼤学と京都芸術デザイン専⾨学校のみ受験者対象 

①京芸デポイント取得特待⽣ 

・応募資格︓オープンキャンパスや学校説明会に参加して京芸デポイントを 5 ポイント以上取得し、ポイントカードを 

提出した者。（オープンキャンパス等イベント 1 講座受講につき２ポイント取得） 

・提出書類︓合格通知書に同封の『⼊学⼿続書』に必要事項を記⼊し、「京芸デポイントカード」を同封してください。 

②校友会特待⽣ 

・応募資格︓⽗⺟、兄弟姉妹が本学園(旧京都国際⽂化専⾨学校、京都芸術デザイン専⾨学校および京都芸術⼤学)

に在籍または卒業した者。  

・提出書類︓合格通知書に同封『特待⽣希望申込書』に必要事項を記⼊し、在籍または卒業を確認できる証明書を同封

してください。※兄弟姉妹で同時に出願される場合も、本制度が適⽤されます。 

【ノート型パソコンの購⼊について】 
京都芸術デザイン専⾨学校では授業時間内で使⽤するため、ノート型パソコンの購⼊をお願いしています。 
本校が指定する PC の購⼊のご案内をお送りいたします。（⼊学前 2 ⽉〜3 ⽉頃） 
 
・ビジュアルデザインコースでは、250,000 円程度（ソフト代込・Mac ⼀式） 
・キャラクターデザインコースでは、250,000 円程度（ソフト代込・調整中） 
・コミックイラストコースでは、200,000 円程度（ソフト代込・Windows ⼀式） 
・インテリアデザインコースでは、200,000 円程度（ソフト代込・Windows ⼀式） 
・ファッションクリエイトコースでは、180,000 円程度（ソフト代込・Windows ⼀式） 
・ハンドメイドコースでは、180,000 円程度（ソフト代込・Windows ⼀式） 
・パソコンの仕様については、メーカーのバージョンアップ等により変更される場合があります。


