
 

専攻科 芸術専攻 教育課程  

         

■卒業要件        

２年以上在学し、その間に必修科目６６単位、選択科目を１０単位以上履修して、合計７６単位以上を修得した者に修了証書を

授与する。 

         

芸術専攻 修了に必要な単位数 

学位科目区分 
開設単位数   備考    

必修 選択 計      

美術理論・美術史 12 0 12      

美術製作 32 2 36      

文化史 2 0 2      

言語学 0 2 2      

外国語 0 1 1      

専攻外 20 26 46      

修了要件 66 10 以上 76 以上      

         

■授業科目一覧        

    １年次 ２年次  

科目区分 科目名 必選 授業

形態 
前期 後期 前期 後期  

美術理論・美術史 美術材料学 必修 演習 4 単位       1 

美術理論・美術史 西洋美術史 必修 講義 2 単位       2 

美術理論・美術史 日本・東洋美術史 必修 講義 2 単位       3 

美術理論・美術史 色彩研究 必修 演習       4 単位 4 

美術制作 平面造形演習Ⅰ 必修 演習 2 単位       5 

美術制作 平面造形演習Ⅱ 必修 演習   4 単位     6 

美術制作 立体造形演習Ⅰ 必修 演習 2 単位       7 

美術制作 立体造形演習Ⅱ 必修 演習   4 単位     8 

美術制作 デザイン演習Ⅰ 必修 演習 2 単位       9 

美術制作 デザイン演習Ⅱ 必修 演習   4 単位     10 

美術制作 ＣＧ演習Ⅰ 必修 演習 2 単位       11 

美術制作 ＣＧ演習Ⅱ 必修 演習   4 単位     12-13 

美術制作 美容デザイン演習 必修 演習     4 単位   14 

  美容芸術研究 必修 演習       2 単位 15 

美術制作 スタイルドローイング 必修 演習     2 単位   16 

美術制作 写真表現演習 必修 演習 2 単位       17 

  修了研究 必修 演習     4 単位 4 単位 18-19 

文化史 ファッション情報研究 必修 演習       2 単位 20 

  サロン実習Ⅰ 必修 実習 2 単位       21 

  サロン実習Ⅱ 必修 実習   2 単位     22 

  ヘアテクニックⅠ 必修 実習   3 単位     23 

  ヘアテクニックⅡ 必修 実習   3 単位     24-25 

言語学 批評概論 選択 講義 2 単位       26 

美術制作 描画技法 選択 演習   2 単位     27 

  商品開発研究 選択 演習     2 単位   28 

  ネイルアート研究 選択 演習   4 単位     29 

  サロン実習Ⅲ 選択 実習     2 単位   30 

  サロン実習Ⅳ 選択 実習       2 単位 31 

 



 

■授業科目一覧        

    １年次 ２年次  

科目区分 科目名 必選 授業

形態 
前期 後期 前期 後期  

  美容福祉演習 選択 演習       2 単位 32-33 

  ヘアデザインⅠ 選択 実習     3 単位   34 

  ヘアデザインⅡ 選択 実習       3 単位 35 

  メイクアップ研究 選択 実習     4 単位   36 

外国語 英語演習 選択 演習       1 単位 37 

  インターンシップＡ 選択 演習 2 単位       38 

  インターンシップＢ 選択 演習   2 単位     38 

         

■修了研究について 

    修了研究では、学位取得のための申請に必要な「学修成果（作品又はレポート）」作成の指導を受けることとなります。    

 指導はそれぞれの教員が別々に行います。オリエンテーション等で十分に説明を受け、どの教員から指導を受けるか決める

必要があります。 

 なお、一部の教員に履修者の偏りが出た場合は、抽選となります。 

 


