所在地

本学が教育の柱に据えてきた
５つの理念
①自由の精神の徹底 学と芸の総
合大学として秩序ある体系の上
に自由の精神に基づき､ 私学と
してのみ可能である学科編成を
目ざして高等教育にエポックを
劃したい｡
②創造性の奨励 本大学芸術学部
は芸術における狭義の創造性に
とどまらず､ 科学技術・産業・
交通・通信・政治・行政その他
社会活動全般にわたり創造性を
奨励したい｡
③総合のための分化と境界領域の
開拓 近代における学と芸は､
専門化の一途をたどりその専攻
分野は極端なるセクショナリズ
ムに陥るという弊害がしばしば
見受けられるが､ 本学はこれを
絶対に排し総合のための分化及
び専門化であることを絶えず確
認し､ 特に境界領域における学
と芸の盲点的存在となっている
部分を注視し､ 新分野の開拓に
つとめたい｡
④国際的視野にたっての展開 東
洋の日本､ 世界の日本という認
識のもとに我国特有の学と芸に
関する優れた伝統を国際的視野
に立ってこれを深く掘り下げ､
伝統の形式に囚われることなく､
伝統の持つ精神を高揚して新し
い芸術の伝統を展開したい｡
⑤実用的合理性の重視 本学は阪
神産業地帯をヒンターランドと
して開設されている立地条件に
かんがみ､ 学と芸の実用的合理
性を尊重してこれを実現したい｡

大阪府南河内郡河南町東山 469 (〒585 8555)
電 話：0721− 93− 3781 (代表)
0721− 93− 6583 (入試課直通)

昭和42年 建築学科･文芸学科を増設
昭和43年 音楽学科･放送学科を増設
昭和45年 写真学科･工芸学科を増設
昭和46年 環境計画学科・音楽教育
学科・演奏学科・映像計画学科
を増設
昭和49年 舞台芸術学科・芸術計画
学科を増設
昭和61年 映像計画学科を映像学科
に名称変更
平成５年 大学院芸術文化研究科
(修士課程) を設置
平成７年 大学院芸術文化研究科
(博士課程) を設置
平成９年 大学院芸術制作研究科
(修士課程) を設置
平成13年 通信教育部を設置
平成14年 博物館を設置
平成15年 環境計画学科を環境デザ
イン学科に名称変更
平成17年 キャラクター造形学科を
増設
音楽教育学科学生募集停止
大学院芸術文化研究科と芸術制
作研究科を芸術研究科 (博士課
程 前期･後期) に改組
平成20年 ほたるまちキャンパスを
開設
平成22年 初等芸術教育学科を増設
平成24年 環境デザイン学科学生募
集停止
平成25年 スカイキャンパスを開設
平成29年 アートサイエンス学科を
増設

昭和20年 初代理事長・学長塚本英
世により､ 平野英学塾創設
昭和26年 浪速外国語短期大学 (現､
大阪芸術大学短期大学部) 英語
科設立
昭和32年 大阪美術学校 (各種学校)
設置
昭和39年 浪速芸術大学 (芸術学部
美術学科・デザイン学科) 設置
昭和41年 名称を大阪芸術大学と改
める｡

70

理事長：塚

本

邦

彦

学

本

邦

彦

長：塚

(平成30年度募集人員)
芸術学部
美術学科
デザイン学科

55名
190名

工芸学科

40名

写真学科

30名

建築学科

50名

映像学科
キャラクター造形学科

80名
150名

文芸学科

60名

放送学科

155名

芸術計画学科

30名

舞台芸術学科

170名

音楽学科

45名

演奏学科

80名

初等芸術教育学科

30名

アートサイエンス学科
(2017年４月開設)

80名

(平成29年度現行)
試験種別

試験科目(配点)

ＡＯ入試(１期)･(２期) 体験授業(２日間)
推 薦 入 試
＜自己推薦制＞
スポーツ推薦入試
＜専 願 制＞
一 般 入 試
[専門試験方式]
一

般

入

試

文

専門試験(200点)

入学金 280,000円
授業料 830,000円
施 設 270,000円
設備費
合 計 1,380,000円
(年 額)

面接・基礎運動能力テスト
※事前に出願資格審査があります｡
専門試験(200点)
専門試験(200点)
学力試験(200点)

入 学
手続時 830,000円
最 小
納入額

【大学入試センター試験より２教科(２科目)】
[センター試験＋専門試験方式]
＜学費全額免除特待生制度＞
−学費全額免除特待生選抜−
成績優秀者の中から学費全額免除特待生(原則
−初年度授業料全額免除生選抜−
４年間)､ 及び､ 初年度授業料全額免除生を選
抜します｡

大学入試センター試験
利用入試(１期)･(２期)

【大学入試センター試験より２教科(２科目)】
※本学個別の試験は課しません｡

文 芸 学 科
10:00〜16:00

音 楽 学 科
演 奏 学 科

●ＡＯ入試(１期)エントリー期間
８月１日(火)〜３日(木) [郵便局消印有効]
●ＡＯ入試(１期)体験授業
８月８日(火)〜９日(水)
●ＡＯ入試(１期)出願可否通知
８月14日(月)

初等芸術教育学科

280,000円

280,000円

280,000円

850,000円

940,000円

960,000円

980,000円 1,100,000円

330,000円

370,000円

430,000円

460,000円

460,000円

650,000円

1,500,000円 1,650,000円 1,700,000円 1,720,000円 2,080,000円

890,000円

965,000円

990,000円 1,000,000円 1,205,000円

教員免許状の種類
中学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭 1 種免許状
高等学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
1 種免許状
国 語 科 中学校教諭
高等学校教諭 1 種免許状
音 楽 科 中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状
幼稚園教諭１種免許状
―
小学校教諭１種免許状

学芸員(注１)：全学科
司書：全学科
学校図書館司書教諭：美術・デザイン・工芸・文芸・
音楽・演奏・初等芸術教育
１級建築士＜受験資格＞(注２)：建築学科
２級木造建築士＜受験資格＞(注２)：デザイン学科[空間
デザインコースに適用]・建築学科
建築設備士＜受験資格＞：建築学科
１級・２級建築施工管理技士＜受験資格＞：建築学科
１級・２級造園施工管理技士＜受験資格＞：建築学科
１級・２級土木施工管理技士＜受験資格＞：建築学科
インテリアプランナー＜登録資格＞(注３)：建築学科
舞台・テレビジョン照明技術者技能認定試験(２級)＜受
験資格＞：舞台芸術学科[舞台照明コースに適用]
舞台機構調整技能士３級＜受験資格＞：舞台芸術学科
[舞台音響効果コースに適用]

[郵便局消印有効]
※｢出願可｣と認定され､ 本学を第一志望 専願 の方に限り出願することができます｡

●オープンキャンパス
９月３日(日) 10:00〜16:00
●ＡＯ入試(２期)エントリー期間
９月７日(木)〜12日(火) [郵便局消印有効]
●ＡＯ入試(２期)体験授業
９月17日(日)〜18日(月祝)
●ＡＯ入試(２期)出願可否通知
９月25日(月)
●ＡＯ入試(２期)〈出願期間〉
10月１日(日)〜10月６日(金)

[郵便局消印有効]
※｢出願可｣と認定され､ 本学を第一志望 専願 の方に限り出願することができます｡

※各学科の資格取得 (受験資格・登録資格含む) については､ 取得条件が変更にな
る場合もありますので､ 詳細については各資格関係機関へお問い合わせください｡
※各学科の資格取得 (受験資格・登録資格) については､ 科目履修や単位取得状況
により取得できない場合があります｡
(注１)受講資格試験を実施し､ 合格者のみ受講することができます｡(但し､ 芸術計
画学科は受講資格試験不要)
(注２)建築士法に基づき各自が修得した ｢指定科目｣ の単位数によって必要となる
実務経験の年数が異なります｡
(注３)登録にはインテリアプランナー試験の合格が必要です｡

９月下旬〜10月初旬頃

●推薦入試〈出願期間〉
10月27日(金)〜11月３日(金祝)[郵便局消印有効]
●スポーツ推薦入試
※詳細は､ ｢平成30年度スポーツ推薦
11月10日(金) 全学科 入試学生募集要項｣ をご覧ください｡
●推薦入試
11月11日(土)デザイン･写真･映像･文芸･芸術計画･舞台芸術･音楽 各学科
11月12日(日)美術･工芸･建築･キャラクター造形･放送･演奏･初等芸術教育･

学費全額免除特待生制度(原則４年間)
初年度授業料全額免除制度
ファミリー奨学金(兄弟姉妹特別奨学金･親子特別奨学金)
大阪芸術大学奨学金(新入生対象､ 入学金免除制度)
大阪芸術大学奨学金(在学生対象､ 授業料３割免除奨学金)
世紀のダ・ヴィンチを探せ！ 学費免除制度

アートサイエンス 各学科

※大学入試センター試験

280,000円

※デザイン学科の教育職員免許状取得については､ コースによって取得の条件が異なります｡

●ＡＯ入試(１期)〈出願期間〉
８月29日(火)〜９月２日(土)

＊大学入試センター試験出願

楽
奏

教員免許状
学科
免許教科
美 術 学 科 美術科
デザイン学科
工 芸 学 科 工芸科
デザイン学科 情報科

学力試験(200点)

●オープンキャンパス
７月16日(日)・17日(月祝)

工
芸
美
術
真 音
デザイン 芸術計画 写
芸 初等芸術教育
映
像
建
築 舞台芸術 キャラクター造形 演
アートサイエンス
放
送

１月13日(土)・14日(日)

※平成30年度大学入試センター試験の出願期間は平成29年９月下旬〜10月初旬頃です｡

●一般入試〈出願期間〉
１月19日(金)〜26日(金) [郵便局消印有効]
●大学入試センター試験利用入試(１期)
〈出願期間〉１月19日(金)〜26日(金)[郵便局消印有効]

遠隔地および自宅通学困難な学生のために､ 学習環境がよく
安心して暮らせる委託寮・下宿・マンションを紹介しています｡

本学個別の試験は課しません｡

●一般入試
２月４日(日)デザイン･写真･映像･文芸･芸術計画･舞台芸術･音楽 各学科
２月５日(月)美術･工芸･建築･キャラクター造形･放送･演奏･初等芸術教育･
アートサイエンス 各学科

就職先は､ 芸術分野だけでなく幅広い職業分野にわたってい
ます｡ 就職課では､ 求人情報を紹介し､ 資料室で企業に関する
データを提供するとともに､ 就職相談､ ガイダンス､ 適性検査､
就職体験報告会､ インターネットによる採用情報の紹介など､
さまざまな形で就職活動を支援します｡

●大学入試センター試験利用入試(２期)
〈出願期間〉３月１日(木)〜８日(木)[郵便局消印有効]
本学個別の試験は課しません｡

※詳細は ｢平成30年度学生募集要項｣ をご覧ください｡

ホームページ：http://www.osaka-geidai.ac.jp
受験相談フリーダイヤル：0120− 040− 306
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