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指定研究
「芸術学部入試制度施策課題の検討と実践的対応」報告

報告：吉井	章

研究代表者：吉井　章
研究分担者：伊東　敏光、及川　久男（平成 23 〜 24）、

鰕澤　達夫（平成 22）、永見　文人、海老　洋、
前川 義春、チャールズ・ヴォーゼン、秋山 隆、
土井　満治、松尾　真由美

はじめに
本研究の目的
研究の背景（着想に至った経緯）
　近年の少子化動向による、実効性のある入試制度の施策検討の
ための研究を芸術学部全体に還元する取り組みとして着想した。

（研究経過・研究成果等との関連及び準備状況等）
　学長指定研究テーマ：平成 20 年度「本学の入試分析と今後の
入試戦略」、平成 21 年度「入試広報戦略」、平成 22 年度の「入
試制度」の流れによる視点の基で、平成 20 〜 21 年度、研究代
表者伊東敏光が指定研究「美術の専門教育・研究に関する大学と
高校との情報交換方法の研究」に取り組んだ経緯がある。平成
22 年度より平成 24 年度までの３年間限定して、芸術学部入試制
度全般に係わる検討課題を改めて再精査し、入試制度に関する諸
問題を具体的に解決することを目的として設定した。

『当初計画目標』
［Ⅰ］入試制度についての具体的な問題点の精査
１、学部入試制度の問題点、特に実施時期など、抜本的な分析と

検討を加えて、最も有用で実効性のある制度の構築を行う。
２、入試制度の課題を検討し実施するにあたっての対策を芸術学

部全般で行う。
［Ⅱ］学部入試志願者動向のリサーチと対策。（関連及び準備状況等）
１、大学進路説明会等の参加（各種進路説明会への参加検討）
２、全国美術高等学校協議会との連携等の具体的な施策検討。
　　（コース・学科設置高校の状況検討）
３、全国美術高等学校協議会加盟校等へのアプローチ等。（協力

関係の模索）
４、美術系指導者対策（普通科等の高等学校美術科教員、予備

校教員への対策。）
研究目的
芸術学部全体において次の課題に取り組む。
・入試制度の改革についての具体的な入試制度変更・移行は提言

して、少なくとも２年後の実現になるので、現況を打開するため
には早急かつ適切な対応が望まれる。そのための、実行活動に
ついて、本研究で可能な限り行う。

　（この研究計画の学術的な特色・独創的な点及び予想される結
果と意義）

　大学進路説明会等の参加について、進路対策として強化と補助
を目的とする。また、コース・学科を置く高等学校の学部入学者

の統計から、ほぼ約５０パーセントを全国美術高等学校協議会加
盟校からの出身者で占めることから、その動向を把握する。全国
美術高等学校協議会に効果的なアプローチをして芸術・美術教育
の相互協力関係を構築する事を念頭に置く事とした。

（国内外の関連する研究の中での当該研究の位置づけ）
　本学芸術学部の教育内容の周知を全国の芸術系志願者に計り、
徹底することを目的とした。
　高等学校の芸術科目は全日制普通科では、芸術系科目を縮小
し美術科の教員を配置しない傾向がある。さらに、学校の特色を
打ち出すため理系や語学系に力点を置いた高等学校がふえた。ま
た、中高一貫高等の教育的な組織が再編される傾向が近年多く見
られ、ますます芸術科目は狭められている。そのため、芸術系を
志願する学生は、早くは中学校の進路選択から美術科・コースを
設置する高等学校に集中する傾向があり、近年学部志願者は普通
科の出身者よりもその比率が高いことが証明されている。
　また、別角度の情報であるが日本の経済動向により、志願者の
動向は年々変化するが、その中で平成 22 年度の全国の大学入試
専門系の志願者分析では、医療系についで教育系が２パーセント
の上昇が報道されている。本学学部志願者が抱く芸術学部の就職
状況も評価の対象になるであろうが、免許関係（教職、学芸員）
の取得の比率は 50 パーセント近くあり実際にその分野に就職する
確立も高くなっている。このシステムを的確に周知させ、より効果
ある人材獲得を目指すことがこの研究の位置づけともいえる。

［Ⅰ］平成 22 年度〜 24 年度実施報告　
平成２２年度実施報告［取り組みの具体的な実施について］
⑴　入試のシステムの整備⇨後期日程設定分析と自己推薦制につ

いて検討を行う。
⑵　芸術学部の教育指針の対外的な広報や周知⇨進路説明会参

加や高等学校の美術教育実態の研究会や懇談会への参加と
予備校訪問。広報活動として芸術学部ですでに行われている
インターネットを通じた紹介と共にカリキュラムガイドの新規
作成計画の構想に着手。

　以上の、２つを主なテーマとして取り組んだ。
［芸術学部の教育指針の対外的な広報や周知についての実施報告］
【進路説明会参加や高等学校の美術教育実態の研究会や懇談会
への参加と予備校訪問】
・進路説明会への参加→美術・デザイン系進学相談会「さんぽー

社」主催
　「みやこめっせ（京都市勧業館）」５月
・美術・デザイン系進学相談会「さんぽー社」主催「広島国際会

議場」８月
・高等学校等美術教育の研究会→東京都立芸術高等学校。９月、

12 月
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・全国美術高等学校協議会　茨城大会　11 月
・各種予備校訪問　→東京代々木ゼミ７月
・関東圏の大学と高校連携→埼玉県の美術学科・コース５校と美

術系大学会議　11 月
【広報活動のカリキュラムガイド作成構想着手】
経過報告：教育課程表に沿ったカリキュラムガイドにより芸術学部
教育内容を適正に広報活動をすることで直接的に対面して解説を
する進路説明会や学校訪問に役立つことが判明し、その作成が望
まれる事となった。平成 22 年度では間接的な広報活動として、外
部の評価を高めるシステムの形成を目的に着手されていたインター
ネットの活用と共に、すでに発行されている三学部構成のガイドブ
ックに加えて、カリキュラムガイドの新規作成を本研究の中で着手
した。原稿については 22 年度に美術学科において編成開始。

—以上、平成 22 年度報告—

平成２３年度報告［取り組みの具体的な実施について］
以下の項目が実施された。
⑴　入試のシステムの整備⇨後期日程と自己推薦制の実施につい

ての調査。
⑵　芸術学部の教育指針の対外的な広報や周知⇨進路説明会へ

の参加や高等学校等美術教育の研究会への参加。広報とし
てのカリキュラムガイド編集と発行。

　以上の、２つを主なテーマとして取り組んだ。
［芸術学部の教育指針の対外的な広報や周知についての実施報告］
【進路説明会参加や高等学校の美術教育実態の研究会や懇談会
への参加と予備校訪問】
・進路説明会への参加→美術・デザイン系進学相談会「さんぽー

社」主催　　
　「東京新宿 NS ビル BF1 イベントホール」５月
・美術・デザイン系進学相談会「さんぽー社」主催「広島国際会

議場」８月
・高等学校等美術教育の研究会→全国美術高等学校協議会　京

都大会　11 月
・各種予備校訪問　名古屋河合塾　８月

【広報としてのカリキュラムガイド編集と発行】
経過報告：教育課程表に沿ったカリキュラムガイドの作成について、
外部の評価を高めるシステムの形成を目的に以前から広報されて
いたインターネットの活用と共に、すでに発行されている三学部構
成のガイドブックに加えて、カリキュラムガイドの実質作成を美術
学科のみ具体化（デザイン工芸学科は継続検討中）。

—以上、平成 23 年度報告—

平成２4 年度報告［取り組みの具体的な実施について］
⑴　入試のシステムの整備⇨後期日程と自己推薦制の実施につい

ての調査。
⑵　芸術学部の教育指針の対外的な広報や周知⇨進路説明会へ

の参加や高等学校等美術教育の研究会への参加。広報とし
てのカリキュラムガイド編集と発行。

　以上の、２つを主なテーマとして取り組んだ。
［芸術学部の教育指針の対外的な広報や周知についての実施報告］
【進路説明会参加や高等学校の美術教育実態の研究会や懇談会
への参加と予備校訪問】
・進路説明会への参加→美術・デザイン系進学相談会「さんぽー

社」主催
会場「兵庫県立美術館ギャラリー棟３階」、「みやこめっせ（京
都市勧業館）」5 月

・高校訪問「大阪府立港南高等学校」６月
・美術・デザイン系進学相談会「さんぽー社」主催　「博多スター

レーン」７月、「広島国際会議場」８月
・各種予備校訪問　福岡美術学院　７月

【広報としてのカリキュラムガイド編集と発行】
経過報告：教育課程表に沿ったカリキュラムガイドの作成について、
広報活動として、外部の評価を高めるシステムの形成を目的にイン
ターネットの活用と共に、すでに発行されている三学部構成のガイ
ドブックと、カリキュラムガイドの実質作成を美術学科と共にデザ
イン工芸学科も加わり芸術学部全体として取り組んだ。　

—以上、平成 24 年度報告—

［Ⅱ］高校美術の課題と大学生の現状の報告
　平成 22 年度　全国美術高等学校協議会　茨城大会　平成 22
年 11 月 25 日（木）〜 27 日（土）
笠間高等学校及び関係施設（茨城県立近代美術館、日動美術館）
内容：全国美術高等学校協議会（全美協）の研究協議会に参加し、
美術科・コースを設置する高校の現状及び各校が抱える課題につ
いて、掌握し分析検討をするためのデータを集めることを目的とし
た。今回は、加盟校 61 校中 35 校が全国から参加して２日間にわ
たるシンポジウム、研究協議会Ⅰ〜Ⅱ部を開催現在の各校が抱え
る課題や問題についてアンケートも行われており、協議会の分科
会では詳細に検討された。
第１日目は、シンポジウムでは、茨城大学教授小泉晋弥、作家藤
本均定成による基調講演、研究協議等現在の美術教育についての
話題を活発に討議した（会場：茨城県近代美術館ホール）。その後、
情報交換会がホテルビューレイク水戸で行われ、約 70 名（各校に
より校長、担当２〜３名、教育委員会等）参加して行われて、活発
な情報交換が行われた。
第２日目は、昨日に引き続いての研究協議（分科会）が午前中に
笠間高等学校の施設見学に引き続き行われた。研究協議の議事
については、あらかじめのアンケートで教育現状の問題点と課題
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分析調査が資料で提案。それらの資料を基にテーマごとに分科会
に分かれて討議され、その後全体会で総括された。午後には、笠
間市内の日動美術館を中心に施設見学会が行われた。

【シンポジウム研究テーマ報告】
第１日目のシンポジウムは、2010 年 9 月 18 日、19 日全国美術部
会総会・美術教育学会（武蔵野美術大学）シンポジウムにおける
パネルディスカッションを基調に「美術教育への危機感」をキーワ
ードに日本教育大学協会全国美術部門・教科内容学検討委員会に
よる「教科内容学検討委員会中間まとめ」—教科内容学のための
テキスト構想案として—　茨城大学教授小泉晋弥による基調講演
が行われた。
◇上記シンポジウム研究テーマは、本研究の核心となる入試制度

のあり方を抜本的に論じている問題と思えるので、以下にレジュ
メ（註：１）より掲載。

　まず４つのシンポジウム（教科内容学、アートプロジェクト、大
学生からみた美術教育、幼児教育）が、それぞれの議論を深め、
問題を整理した上で、この「美術教育の明日を考える」というデ
ィスカッションがそれらを総合するというこれまでにない企画が
実行される事になった。そのスタイルは、この「東京大会」その
ものが、関東地区の当番大学ではなく、地区の全ての国立大学
に武蔵野美術大学を加えた実行委員会形式で開催されると云う
新しい運営体制がとられていることと密接にリンクしている。こ
の二つの形が象徴しているのは、美術教育を取り巻く現今の状
勢への危機意識に他ならないだろう。それはどのようなものであ
るか？長田謙一氏の「覚醒する〈眼〉あるいは〈視覚性〉を開く
こと—〈美術 / 館 / 教育〉その逆説と可能性—」「〈視覚性〉は
どのようにして開かれるのか—〈美術館 / 鑑賞 / 学校〉の可能
性のために」という二つの講演記録にアクセス（註：２）して欲
しい。全国の美術館学芸員と教員を集めて行われたワークショ
ップの基調講演で、氏は美術館と学校という近代に成立した機
構が、21 世紀の現在、共に硬直化し、危機に直面していると指
摘した。端的にいえば、高度資本主義 = グローバリズムの波が
地球を覆い尽くし、近代が築いたはずの文化と非文化（サブカル
チャー）の垣根も消えつつあるということだ。近代教育が目指し
たはずの個人と人間性の尊厳がなし崩しになって行く様をわたし
たちは日々目にしていないだろうか？この時代に「美術教育」は
どのようにして有効となるのだろうか？長田氏はグローバル化と
の戦いでは「感性が主戦場なのだ」と指摘する。４つのシンポ
ジウムは、学校教育の場で、地域において、大学において、幼
児教育において、美術教育がどのようにして感性を「生きる力」
として再生しうるかを論じるはずである。それらをまとめること
によって、私たちは、美術教育を中心に据えた「社会像」を提
示できるのではないか。このディスカッションではそれを期待し
たい。

［結論］本研究では、入試制度を論じながらも本来は美術教育の
あり方を本学芸術学部が「なにを教育すべきか」と「なにをもって
教育に臨むか」の姿勢について高等学校あるいは幼児教育からの
トータルした概念と基準、そして社会や地域との連携がどのように
あるべきかの認識について、このシンポジウムで知り得ることとな
った。

平成 23 年度　全国美術高等学校協議会　京都大会　平成 23 年
11 月17 日（木）〜 18 日（金）
開催：京都市立銅駝美術工芸高等学校及び関係施設（京都国立
近代美術館ホール、京都市総合教育センター）
内容：美術学科及びコースを設置する高等学校の協議会に研究分
担者永見文人と参加し、現在の美術教育の動向を研究。開催校
の京都市立銅駝美術工芸高等学校は、この協議会で設立当初より
の中心的な存在であり、全国からの参加についても注目度は高く、
多くの学校に期待された大会となった。
第１日目はシンポジウムを中心に現在の教育課題について、意見集
約。引き続いて京都国立近代美術館を見学。第２日目は午前、京
都市総合教育センターにおいて、資料を基に分科会と全体会を開
き各学校が取り組む課題について、アンケートをもとに討議、全
体会では報告がなされた。午後、京都市立銅駝美術工芸高等学
校において研究授業報告と見学会に参加。

【シンポジウム研究テーマ報告】
第１日目、11 月 17 日場所：京都国立近代美術館ホールにて基調
提案、シンポジウム（パネルディスカッション）が行われた。
基調提案：東良雅人　文部科学省　初等中等教育局教育課程課

教科調査官
コーディネーター：石川誠　京都教育大学教授　教育学部大学院

教育学研究科、美術教育学専修
パネラー：横田学　京都市立芸術大学　美術学部教授

中下美華　京都市教育委員会学校指導課　指導主事
（小学校図画工作）
小泉繁雄　京都市教育委員会学校指導課　指導主事

（中学高校美術）
［基調提案］「これからの美術教育のあり方と専門高校・コースの
役割」東良雅人（註３.）
　（要約）平成 25 年度より高等学校では、学年進行で新しい学習
指導要領が始まる。どういった内容で学習指導要領が考えられて
いるのか、小学校・中学校・高等学校、そして専門教科に学習指
導要領が基軸となってどのように考えるかを文部科学省教科調査
官東良雅人氏から報告。
・これからの社会と学習指導要領が目指すものということで、こ

れからの社会は知識基盤社会、が訪れて来る。もはや、訪れて
いるといわれています。この「知識基盤社会」というのは、新



9

しい知識、情報、技術、政治、経済、文化を始め、社会のあ
らゆる領域において、活動の基盤として飛躍的にその重要性が
求められているのではないかと云われる。

・こういった「知識基盤社会」の中で生きて行く、こういった社会
を生きて行く中で学校教育においてどのような力をつけていく
か、そういったことを考えて行くというのは、美術、工芸、芸術
に関する教科においても同じように考えて行かねばならないと
思われる。

・「知識基盤社会」の中では、国単位でなく地球単位で物事を考
えて行く必要性が生まれて来るだろう。いわゆるグローバル化、
そして、競争と技術の革新が絶え間なく生まれる。このことか
ら、つけた知識がある時からさらに新しい知識や技術が生まれ
ることで陳腐化してしまうので、知識としては役に立たない。そ
して、幅広い知識と柔軟な思考力に基づく判断力の必要性、知
識を単に暗記するのだけではない、これからの社会の中で生き
て行くのに幅広い知識を習得するのは勿論だが、それに基づき

「判断」する、それを活用して、「思考」する、「表現」する力が
求められて来るだろうと言われる。そして、性別や年齢を問わ
ず参画する、社会に「参画」する必要性、この４つが例として
あげられている。

・各教科にわたる学習指導要領の改善の方向性　1. 改正教育基
本法等を踏まえた改訂 2.「生きる力」という理念の共有 3. 基
礎的、基本的な知識、技能の習得 4. 思考力、判断力、表現力
の育成 5.「豊かな心の育成」のための指導の充実が求められる。

・高等学校の教育課程の枠組み　高校生の興味・関心や進路等
の多様性を踏まえ、必要最低限の知識・技能と教育を確保する
と云う「共通性」と、学校の裁量や生徒の選択幅の拡大という「多
様性」のバランスに配慮して改善を図る必要性がある。

・「生活や社会を豊かにする美術の働きの理解」「鑑賞の学習の充
実」「美術文化の理解」この基軸について、学習指導要領の改
訂に際して中央審議会の方で、いろいろ審議が尽くされた。特
に、普通科教育の芸術美術工芸の改善の基本方針が出されて、
小学校から中学校へ、さらに高校に連携した考え、想像するこ
との楽しさを感じるとか、思考判断表現するなど、生活の中の
美術の働きや美術文化に関心を持ち、総括的に将来にわたって
主体的に関わる態度を育むことを重視することが纏められた。

以上が、基調提案として報告された。
［結論］学習指導要領の改訂を基軸に現代の教育の取り組みにつ
いて、方針が打ち出されているが、少子化の中で、より一層の社
会の中で「生きて行く力」の確信性を見出して行くことに迫って行
かなければならない現実があるのではないだろうか。「知識基盤社
会」でありながらも超高齢化社会で若者が生活をする喜びや生き
る指針を見出すには、現在の教育の仕組みではあまりにも低年齢

（小学校以前から）からの教育体系が暗然としてその背景に見えて

いるように思える。中高一貫教育やコース・学科教育の定着は人の
生き方についてその選択肢を早くから狭められている。そのような
現状で、教育を通して美術・芸術の果たす役割について学ばせる
目的は、如何にあるべきかを考える機会となった。

：注釈
註１．平成 22 年度全国美術高等学校協議会茨城大会シンポジウ

ム：基調講演、茨城大学小泉晋弥レジュメ（2010 年 11 月
25 日）より。

註２．http://www.artmuseums.go.jp/study/index.html
註３．平成 23 年度全国美術高等学校協議会京都大会シンポジウ

ム：基調提案、文部科学省東良雅人報告書（2011 年 11 月
17 日）より。

［Ⅳ］カリキュラムガイド編集と発行、及び入試に関するアンケー
トについて

【カリキュラムガイド編集と発行についての報告】
（経過報告のまとめ）
平成 22 年度の広報活動として、外部の評価を高めるシステムの形
成を目的に着手されていたインターネットの活用と共に、すでに発
行されている三学部構成のガイドブックに加えて、カリキュラムガイ
ドの新規作成を本研究の中で着手した。原稿については 22 年度
に美術学科において編成開始。
平成 23 年度、カリキュラムガイドの実質作成を美術学科のみ具体
化（図：１）をする。デザイン工芸学科は継続検討を行った。平
成 24 年度、カリキュラムガイドの実質作成を美術学科と共にデザ
イン工芸学科も加わり芸術学部全体として取り組み、授業作品等
について教育課程表に沿った冊子を完成（図：２）。

（目的とその内容と意義）
本学芸術学部の教育内容について、より具体的に社会に公表をす
べき前提の基に着手したカリキュラムガイド発行は、目的において、
本学の学生が学び不断に研究の努力と成果を重ねた結果を示すこ
とと、教員のカリキュラムを通した教育目標や姿勢の高さを公表す
るものではないかと思われます。内容では、ビジュアル的な表面
上の宣伝やネット上の仮想的なものを含むようなことではない、紙
媒体として具体的な作品や成果についての事実の報告を多くの人
に直接的に教育内容を網羅して見せることのできるものになりまし
た。今回のカリキュラムガイド発行は、その評価を社会に問うとい
った意義あるものとして云えると思います。
　【入試に関するアンケートについての報告】

（経過報告）
平成 24 年度入試に関するアンケートを本研究グループで実施（平
成 24 年 7 月 4 日）した。
本研究に関わる、教育体制上の問題点である芸術系への進路の
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決定について報告する。
 なお、このアンケートは特定のある学年を対象に実施した。平成
24 年度参考の資料として大学入試を通した現状などについて報
告。
１．芸術系の進学は、いつ頃考えましたか。

小さい時から（11％）、中 1（　2％）、中 2（10％）、中 3（23％）、
高 1（23％）、高 2（17％）、高 3（10％）、その他（　3％）

２．芸術系の進路の決定について　（複数回答でも構いません。）
a. 自分自身（97％）、b. 先生の薦め（22％）、c. 親の薦め（16％）、
d. 友人の影響（　9％）、e. その他（　2％）
複数回答のため％は回答者に対する比率です。

３．あなたの大学進学前の在籍について
美術コース（19％）、美術学科（27％）、普通科その他（54％）
※但し、普通科その他の中の内容には、教育課程編成上で芸

術・美術コース的な組み立ての変則的なカリキュラムを行う
学校も含まれる。

４．自分の将来の専門専攻について 
a. すきな専門を絞り込んで選んだ（50％）
b. 専門は絞り込んでいないが美術で将来仕事をしたい（35％）
c. 親や尊敬する人にあこがれて、この道を選んだ（10％）
d. その他（6％）

５．受験に際して、本学芸術学部を選んだ方法について
　　（複数回答でも構いません。） 

a. 学校の進路系ガイドブック（50％）　b. ネットやブログ（29
％）　c. 進路説明会　（35％）　d. オープンキャンパス （47％）
e. 高校の担当の先生の薦め （41％）　f. 予備校（塾等）の先
生の薦め（37％）　g. 先輩の薦め（14％）　 h. 友人の薦め（6％） 
i. その他（5％）
複数回答のため％は回答者に対する比率です。

６．本学芸術学部を選んだ理由について
　　（複数回答でも構いません。） 

a. キャンパスの教育環境・施設がよい（59％）
b. ネットやブログで紹介された内容（3％） 
c. 指導する先生（29％）　d. 先輩や友人がいる（19％）　e. 経
済的な面 （59％）　f. その他（15％）
複数回答のため％は回答者に対する比率です。

７．本学の実技受験でどのような対策をしましたか 
a. デッサンを重視した（58％）　b. デッサン以外の実技を重
視した（11％）　c. その他・両方を重視した（31％）

［アンケートのまとめ］
上記のアンケートは、芸術学部在籍の学生を対象にしたものです。
アンケートから分析できることは、１. 〜３.では本研究でのキーワ
ドとなっている「コース・学科」の設置校が本学進学者の半数を占
めていることが理解できる。社会情勢は、少子化と共に教育体制

の選択化を薦めざるを得ない状況が加速している。そのため、将
来の進路の方針決定は、低い年齢で早い段階に決めることが近年
の傾向となっている。また、４. 〜５. に見るように受験勉強のため
の情報や専門教育のあり方についてのリサーチでは、まず多くの
部分について高校の指導やガイドブックを中心としたものやオープ
ンキャンパス見学となっている。それらと共に進路説明会や予備
校等が続いている。６.では本学を選んだ理由について、環境や
経済面での理由が大きなポイントとなっている。７. の受験対策は、
基本をマスターすることに重点をおいた勉強をしていることが判る
調査となった。

［Ⅴ］本研究のまとめ
　本研究では、入試制度についての具体的な問題点の検討課題と
して、学部入試制度の問題点、実施時期や自己推薦など、取り上
げてきた。それらについては、芸術学部入試委員会を中心とした
対応と実施について芸術学部全体の取り組みとして協力体制のも
と行われてきた。
　学部入試志願者動向のリサーチと対策の課題のもとテーマとし
てあげた１、大学進路説明会等では、平成 22 〜 24 年度にかけて
全国各地に参加をして多くの対応を行い。２、全国美術高等学校
協議会総会に参加して高校美術の専門教育について現状の分析を
行った。３、全国美術高等学校協議会加盟校等へのアプローチや
関東圏の大学と高校連携（埼玉県の美術学科・コース５校）と美
術系大学会議に出席して、教育連携についての実情を把握した。４、
美術系指導者対策では、全国各地の予備校や高校に出向き情報
収集や出前授業を行う等の具体的に研究分担者の努力による成果
を上げることができたと云えます。
　終わりに、本研究での成果物としてカリキュラムガイドの実質作
成が芸術学部全体として取り組み、授業作品等について教育課程
表に沿った冊子の完成をしたことが大きく取り上げられます。進路
説明会などに使われるだけでなく、このカリキュラムガイドは、本
学の芸術学部教育の姿勢について表明をしたものであり、これか
らの教育指針についても見ることができるものではないかと思いま
す。芸術学部全員の皆様のご協力に感謝いたします。
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図 1.　カリキュラムガイド　発行：広島市立大学芸術学部美術科特定研究グループ
指定研究費：「芸術学部入試制度施策課題の検討と実践的対応」
発行日：2012 年 3 月

図 2.　カリキュラムガイド
           発行：広島市立大学芸術学部特定研究グループ

指定研究費：「芸術学部入試制度施策課題の
　　　　　　　　　　　　　検討と実践的対応」

　　　 発行日：2013 年 3 月

註 .


