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学生HANDBOOKを

手元に用意してから

この資料を見てください
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大学ホームページから過去の

学生HANDBOOKをダウンロードできます

トップページ > キャンパスライフ > 学生HANDBOOK >学生HANDBOOK2011-2020

基本編 学習編 学校生活

学生HANDBOOK

2017 2018 2019 2020

全学年共通

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/campuslife/category0010/



入学時に1人１冊配布し、

卒業するまで使用するので、

大切に扱うこと。
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新入生(新1年生)には4/22付で学生証と

一緒に送ったB5版の冊子。

授業が始まるまでに、

一通り読んでおくこと。
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学生HANDBOOK
全学年共通
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カレンダー・学年暦
全学年共通
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来年度以降のカレンダー及び学年暦は、

大学ウェブサイトを確認すること

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/student/category0012/c00019927/
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カレンダー・学年暦

カレンダーの太線枠内は、授業等を行う期間

（集中講義は太線枠外でも行う）

前 期 5月11日(月)～8月20日(木)

夏季休業 8月21日(金)～9月30日(水)

イレギュラーな日程を確認すること

例： 7/23・24は祝日だが授業実施

全学年共通



相談があるときは、担当部署を

確認して問い合わせること。

大学事務局窓口取扱時間

月曜～金曜 8:30-18:00

長期休業期間 8:30-17:00

（注）土日祝、学校休業日は取扱いなし
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事務局
全学年共通
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掲示板・いちぽる
全学年共通

学生への案内は、いちぽるによって行う。

大学に登下校の際は、掲示板を見ること。

民間の奨学金、コンペティションなどの有益な情報があるかも。

休講、補講、教室変更等は、いちぽるのほか

デジタルサイネージ(学内電子掲示板)を確認。

大学ポータルサイト「いちぽる」

休講、補講、教室変更や事務局からのお知らせを確認できるサイト

https://ichipol.hiroshima-cu.ac.jp/

詳しくは情報処理センターのウェブサイトを確認すること。

https://ichipol.hiroshima-cu.ac.jp/
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通学に重大な影響があると思われる、

交通機関の運行状況などの緊急情報は、

大学ウェブサイトトップページと

「いちぽる」に掲載される。

自然災害や交通機関運休時の授業実施については、

学生HANDBOOKを参照

基本編 学習編 学校生活

緊急情報の入手方法
全学年共通
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授業等

授業時間

１コマ９０分授業

通常１時限～５時限

※補講週のみ、６時限に授業

開講区分

通年科目

前期科目

後期科目

第１～４ターム科目

集中講義科目

全学年共通



病気、ケガ、入院、葬儀参列等の理由で

講義等を欠席する場合は、その講義等の

担当教員に、自分で連絡すること。

（事務局への連絡は不要）

これらの理由での欠席は、基本的には欠席扱い。

教員の連絡先は、大学ウェブサイト

（学内限定情報）等で確認できる。

https://www.hiroshima-cu.ac.jp/limit/art-teacher.html
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講義等を欠席する場合
全学年共通



HANDBOOKに記載のある感染症にかかった場合は、医

師の診断に基づき登校停止。

（この期間の授業は出席扱い）

感染症と診断されたら

① 事務局（教務グループ）と指導教員に電話連絡

② 治癒したら「治癒証明書または診断書」を教務グループに提出

（注）病名、感染症にかかった期間（いつからいつまで）、主治医名の記載が必要。

③ 教務グループが発行した書類を持って、授業担当教員に提示
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感染症にかかった場合
全学年共通
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風邪の症状や

37.5℃以上の発熱が４日以上続く、

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）

がある場合は医療機関(病院)ではなく

保健所 ( 保健センター ) へ!!

厚 生 労 働 省 0120-565-653

広島市健康推進課 082-504-2622

基本編 学習編 学校生活

感染症にかかった場合
全学年共通



「履修」（受講）しようとする

授業科目を登録すること。

履修登録期間は各学期初めに

設定されており、

受講科目の登録、追加、変更ができる。

履修登録は、インターネットを

利用したWeb登録
（登録方法は、ネットワーク講習会で説明）
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履修登録について
全学年共通



① 履修登録 ５月７日～１５日１８時まで

履修する科目を決定し、Webで履修登録をする。

② 履修確認 ５月２２日１８時まで

不備等があった場合、事務局から、いちぽるにより、

連絡がある。

Web上の「履修先生」画面から、「連絡事項」を確認の上、

登録内容の修正を行うこと。

③ 履修確定
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履修登録の流れ
全学年共通



履修登録取消制度 履修確定後であっても、「履修取消」の手続きを

行うことで履修登録を取り消すことができる。

（注）必修科目や取消不可とシラバスに明記されている科目は対象外。

所定の期間内に、履修取消届を教務グループに提出すること。

前期確認期間： 5月18日(月)～22日(金)18時
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履修登録取消制度
全学年共通



１学期に履修登録できる単位数の上限は

24単位

※集中講義、自由科目及び資格取得関係科目は上限に含まない。

※1,2年生のCALL英語集中Ⅰ～Ⅳは、集中講義であっても、上限に含む。

※通年科目は、２分の１を前期分として計算。

例：彫刻実習（８単位）⇒ 前期４単位、後期４単位で計算
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履修登録上限単位数
全学年共通



単位の認定は、試験またはレポート等

の課題により認定される。

原則、出席回数が授業実施回数の３分の２以上なければ、

評価の対象外となる。

評価（秀、優、良、可、不可）

秀、優、良、可を合格とし、単位が付与される。

成績は、確定次第「いちぽる」から確認できる。
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試験と成績
全学年共通



やむを得ない理由により、試験を受験

できなかった者は、追試験申請が可能。

例：本人の病気や怪我、交通機関の遅延、

２親等以内の親族の葬儀参列など

試験日から１週間以内に、教務グループに申請

追試験を実施する場合は、原則として、

試験日から３週間以内に実施。

19

基本編 学習編 学校生活

追試験
全学年共通
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オンライン授業受講の大原則 1

自宅（下宿）にて１人で受講すること！

授業のオンライン化は、皆さんが集まることを避け新型

コロナウィルスの感染拡大を防ぐため

（皆さんや周りの人を守るため）の対策です。

くれぐれも

などの軽率な行動を取らないようにしてください。

* 大学が用意した部屋はこの限りではありません

学生・友人同士で１部屋*に集まって受講

ネットカフェなどで一緒に受講

受講後に一緒に飲食・レポート作成

全学年共通
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オンライン授業受講の大原則 2

オンライン授業の受講にあたり、以下の行為は

「情報倫理に反する行為」に該当し、禁止です。

授業のURL、ID、パスワード等を他人と共有

許可なく出席者や授業の内容を写真撮影・録音・録画し、
それをSNSなどで共有・公開

授業で配布された資料等を許可なく再配布

十分に注意してください！

授業の妨害やプライバシーの侵害を

招く恐れのある行為は禁止！

全学年共通



教育課程表の見方

（注）単位数

「必修」 単位が取れなければ、卒業できない

「選択」 卒業要件を満たすように、選んで受講

「自由」 卒業要件単位に含まれない

（注）開設年次及び学期

例「 1・2年前期」：履修時期は１年次でも２年次でも良い。

３年次、４年次においても、原則過年次生の履修は可能。

過年次生の履修を制限する科目もあるので、シラバスや

授業の初回ガイダンスで確認すること。
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教育課程表等
全学年共通



芸術学部 専門基礎科目
卒業要件： この表の科目から、22単位修得

（注）教員免許状取得を希望する学生は、この表の科目のうち、

必修(西洋美術史Ⅰ)・選択(美術解剖学Ⅰなど)になる科目がある。

各専攻 専門科目
卒業要件： この表の科目全て（ 76単位）修得

学芸員資格取得関係科目等
４年次に「博物館実習」を受講するためには、３年次末までに

条件を満たす必要がある。

23

基本編 学習編 学校生活

教育課程表等
全学年共通



全学共通系科目保健体育科目 ( 必修科目 )

健康科学（月曜日１時限、前期２単位）か体育実技（火曜日1時限、前期に

体育実技１として１単位、後期に体育実技２として１単位）いずれかを選択。

前期 健康科学

①自宅でのスポーツを勧める。

②「せとうちの島の活性化」について、学生同士で Zoomを使って

ミーティングを行いながら検討。

体育実技１

自宅でできるスポーツ（ストレッチ,ウォーキング,ランニング,サイクリング,筋肉トレーニング）

をオンデマンドで指導。Googleフォームを使って、モチベーションを向上。

後期 体育実技２

バドミントン,テニス,フィットネス,サッカー,アーチェリー,エアロビクスから選択

*今年度のみの内容です
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教育課程表等
全学年共通
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教職・学芸員に関する科目 HANDBOOK 2019 P69-84

2年生からは

教職に関する科目 ( P69,77～83 ) 学芸員資格に関する科目

( P84 ) が増えるため、履修漏れのないよう注意すること。

2020年前期は

・教育原理 ( 金曜1限 )

・教育相談論 ( 金曜2限 )

・教科教育法 ( 美術 )ＡⅠ( 火曜2限 )

・博物館教育論 ( 月曜1限 )

２年生



卒業の要件となる128単位のうち、

3年次末までに90単位以上を修得しなければ、

卒業制作に着手できない！

自由科目及び教職・学芸員などの

資格取得関係科目は含まないため、注意！
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卒業制作着手条件 HANDBOOK 2018 P38
３年生



古美術研究 ( 演習 )

古美研は例年通りの実施ができない。

現在開講時期、方法について検討中。

テーマ研究 ( 演習 ) *デザイン工芸学科のみ

テーマ展は例年通りの実施見込。

テーマ発表等は今後の授業にて。
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古美術研究・テーマ研究
３年生



卒業するためには、４年以上在籍（休学期間は含まない）し、

128 単位を修得しなければならない。

自分の入学年度の要件が、卒業するまで有効。

休学等で下級生と授業を受講する場合も、自分の入学年度の要件が適用となる。

総合共通系（ 18単位以上）+ 一般情報処理（ 2単位）+

保健体育（ 2単位） + 外国語系（ 6単位以上）＝ 30単位

30 単位＋専門基礎 22 単位 +専門 76 単位＝128 単位

芸術学部履修基準 ( P37 ) を確認すること
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卒業要件 HANDBOOK 2017 P37
４年生



卒業制作展について

今年度は、広島市現代美術館の改修工事のため、

例年通りの広島市現代美術館での展示ができない。

今年度の会場については、現在ウェンディひとまちプラザ、

旧日銀広島支店、広島市立大学の３ヶ所で開催予定。
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卒業制作展について
４年生
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希望する免許に必要な単位の修得、

ガイダンスの視聴が必要。

同時掲載中のガイダンス資料を確認すること！

履修登録の際に毎回（前期・後期）「教職課程登録届」の提出が必要

今後のスケジュール

教職ガイダンス資料や、「いちぽる」配信を見逃さないこと。

基本編 学習編 学校生活

教員を目指す
全学年共通



2020年度 芸術学部（前期）時間割
赤：全学共通系科目　緑：外国語系科目　青：資格取得関係科目　黒：学部専門科目

年次 授業科目名 担当教員 教室 開講 備考 年次 授業科目名 担当教員 年次 授業科目名 担当教員 備考

1年 健康科学 山口（光） 講404 ドイツ語Ⅰ 古川

世界の宗教 杉木 講602 フランス語Ⅰ クラヴィエ 国際交流演習Ⅰ～Ⅳ 松本 履修登録不要

基礎化学 鷹野 大ホール 中国語Ⅰ 飯島 地域ボランティア活動 渡辺　他 19年度入学生より

2年 博物館教育論 州濱 講702 中国語Ⅰ 范 広島の観光学 佐藤（俊）

3年 博物館概論 古谷 講704 イタリア語Ⅰ 佐藤（り） 平和インターンシップ 水本

体育実技Ⅰ（バドミントン） 房野 自然人類学 川添

体育実技Ⅰ（テニス） 山口（光） 1年 CALL英語集中Ⅰ 渡辺・青木（信）

体育実技Ⅰ（フィットネス） 田中（信） CALL英語集中Ⅲ 渡辺・青木（信）

体育実技Ⅰ（サッカー） 山口（数） 生徒・進路指導論 米沢

体育実技Ⅰ（アーチェリー） 河村 2～4年 学校インターンシップ 卜部・赤星

体育実技Ⅰ（エアロビクス） 槙野 教育実習Ⅰ 卜部・赤星

ドイツ語Ⅲ ヴェール 教育実習Ⅱ 卜部・赤星

フランス語Ⅲ 大場（静） 博物館実習 城市

中国語Ⅲ 欒

ハングルⅢ 清水 造形応用研究Ⅰ 伊東 履修登録不要

アラビア語Ⅲ ズィヤード 専門演習Ⅰ～Ⅳ 伊東 特別聴講生対象

ロシア語Ⅲ 斎藤 美術解剖学／美術解剖学Ⅰ 今井

イタリア語Ⅲ コンティ 現代美術演習Ⅰ 鰕澤

スペイン語Ⅲ 川西 2～4年 造形応用研究Ⅱ 伊東 履修登録不要

日本語Ⅲ 伊藤 現代美術演習Ⅱ 鰕澤

日本語Ⅲ 木村 〔デ〕総合表現研究（演習） 永見

3年 教科教育法（美術）BⅠ 三根 古美術研究（演習）

東洋美術史／東洋美術史Ⅰ 西尾

文化財研究 髙間

3年

専門科目

1～4年

1年

2年

専

門

科

目

専門基礎

全学共通系科目

1・2年 1～4年

1・2年

2年

4年

1・2

年

※1

1

時

限

全

学

共

通

系

科

目

等

1年

2020/3/26

時

限

区

分

月 火 集中講義

＜全学共通系科目＞
選択して受講

（例） 月１ 数学概論（共通B）
月２ メディアと社会（総合）
月３ なし
月４ なし（一般情報処理）
月５ 平和と人権A（平和）

＜専門基礎・専門科目等＞
選択科目と必修科目

（例） 月４ 情報活用基礎【必修】

集中
講義

講義日程は、
掲示版で確認
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基本編 学習編 学校生活

時間割表
全学年共通

確認すること
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特待生制度

成績優秀でかつ学生の模範となる学生に対して、奨学金（20万円）を支給する制度。

芸術学部は、各学年２名以内。

選考する学年次の前年次の成績(2019年度)等で選考。

奨学金

説明会や申請期限の掲示を見逃さないように。

JASSO以外の、様々な種類の奨学金や美術賞等

があるので、必要に応じて利用・応募するように。

担当：学生支援グループ

基本編 学習編 学校生活

特待生制度・奨学金
全学年共通
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海外学術交流協定大学（協定校）への派遣留学

本学に在籍したまま、半年または１年間留学。

派遣先大学で修得した単位は、本学の単位に認定も可。

海外交流プログラム

夏・春の長期休業期間中の１週間から10日程度。

国際交流の楽しさを実感するプログラム。

私費留学

留学に関する相談は、国際交流推進センターへ

基本編 学習編 学校生活

留学
全学年共通



助成制度等

授業以外で個展・グループ展を行う場合、

後援会に加入していると１年間で１人最大１万円の制作費助成

(材料費と会場費の助成)がある。

その他、登下校中・授業中の事故への保険、

備品の貸出なども行っている。

卒業アルバムについて

卒業アルバム(卒業後6月頃に送付予定 )がほしい場合、

後援会に加入しておく必要がある。

詳しくは学生支援グループへ。
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基本編 学習編 学校生活

後援会について
全学年共通



来週から、オンライン授業が始まります。

学生HANDBOOKを一通り読んでおきましょう。

大学からの情報を受信できる体制を整えておきましょう。

気になる授業は履修登録し、授業に参加してみましょう。

履修する授業を確定し、履修登録をしましょう。

履修登録期限： 5月15日(金) 18時

35

基本編 学習編 学校生活

最後に
全学年共通



自然災害や交通機関の運休時の授業
講義を欠席するときは

履修登録

教育課程表・卒業要件

教職資格に関する科目

学芸員資格に関する科目

P29

P30

1年生 ２年生 ３年生 ４年生

P29 P31 P31

P31 P30 P32 P32

P39-40

P65-70

P37-38

P63-68

P40-41

P61-66

P40-41

P60-64

P42 P79-

85

P43

P86

基本編 学習編 学校生活

学年別索引

2017201820192020
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学生HANDOBOOK

学年

P40 P77-

83

P41

P84

P43 P75-

80

P44

P81

P43 P73-

78

P44

P79

全学年共通



学科・専攻 連絡先
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連絡先

日本画専攻 nihonga@m.hiroshima-cu.ac.jp

油絵専攻 aburae-kyodo@m.hiroshima-cu.ac.jp

彫刻専攻 sculpture@m.hiroshima-cu.ac.jp

デザイン工芸学科 d_a_c@m.hiroshima-cu.ac.jp

事務局担当 連絡先 内容 スライドでは

出 欠 席 P10 -13

履修登録 P14 -17

試験・成績 P18 ,19

教務グループ ( 本部棟１階 )

学生支援グループ ( 本部棟１階 )

国際交流センター ( 本部棟１階 )

奨 学 金 P32

後 援 会 P34

留 学 P33

082-830-1504 
kyomu@m.hiroshima-cu.ac.jp

082-830-1522
gakusei@m.hiroshima-cu.ac.jp

082-830-1784

iepc@m.hiroshima-cu.ac.jp

全学年共通

基本編 学習編 学校生活

日本画共同研究室

油絵共同研究室

彫刻共同研究室

デザイン工芸共同研究室

ガイダンスについての質問は下のアドレスへ。

各専攻・分野のオンラインガイダンス時にお答えします。

mailto:nihonga@m.hiroshima-cu.ac.jp
mailto:aburae-kyodo@hiroshima-cu.ac.jp
mailto:nihonga@m.hiroshima-cu.ac.jp
mailto:nihonga@m.hiroshima-cu.ac.jp
mailto:kyomu@m.hiroshima-cu.ac.jp
mailto:gakusei@m.hiroshima-cu.ac.jp
mailto:iepc@m.hiroshima-cu.ac.jp


最後までご覧いただき、

ありがとうございました。

38広島市立大学 芸術学部


