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広州美術学院
Guangzhou Academy of Fine Arts

 1998年6月学術交流協定を締結
 創立：１９５３年
 都市：広州
 設置課程：学士課程、修士課程
 学生数：約８０００人
 ヴィジュアルデザイン、ファッションデザイン、
プロダクトデザイン、工芸、環境デザイン、建築学、
デジタルメディア、絵画、彫塑など２５の専攻

 華南を代表する中国でも有数の総合美術大学





キャンパス内校舎（大学城キャンパス）



学生寮（大学城キャンパス）







広州の街並



中国伝媒大学
Communication University of China

 2015年3月学術交流協定を締結
創立：１９５４年
都市：北京（中国の首都）
学生数：約１５０００人
設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
新聞メディア学部、芸術学部、理工学部、
文法学部の４学部
テレビ放送やメディア界で活躍する多くの人材
を輩出している











北京の街並



台湾



国立台湾芸術大学
National Taiwan University of Arts

 2006年12月学術交流協定を締結
 創立：１９５５年
 都市：新北（台北に隣接）
 学生数：約５７００人
 設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
 美術学部、デザイン学部、メディア芸術学部
表演学部の4学部

 台湾で最初の芸術学校として開校
台湾を代表する総合美術大学



キャンパス入口







彫塑学科の棟



アン・リー監督（卒業生）
映画「ライフ・オブ・パイ」で2013年アカデミー賞監督賞を受賞



台北の街並



韓国



誠信女子大学校
Sungshin University 

 2006年12月学術交流協定を締結
 創立：１９３６年
 都市：ソウル（韓国の首都）
 学生数：約１２０００人
 設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
 美術、融合芸術、生活科学など１０の学部
 長期プログラムのみ募集
 創設者イ・スクチョン女史は女子美の卒業生





創立者のイ・スクチョン女史は女子美の卒業生







ソウルの街並



インドネシア



インドネシアジョグジャカルタ芸術大学
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

 2014年11月学術交流協定を締結
 創立：１９８４年
 都市：ジョグジャカルタ
 学生数：約２０００人
 設置課程：学士課程、修士課程
 美術、メディア、舞台芸術の３学科
 バティックなどの伝統技術が学べるコースを設置









ジョグジャカルタの街並



バンドン工科大学
Bandung Institute of Technology

 2022年6月学術交流協定を締結
 創立：１９２０年
 都市：バンドン
 学生数：約２３,８００人
 設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
 美術学部５学科（絵画、工芸、ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ、ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ）を設置







タイ



バンコク大学
Bangkok University

 ２０１６年９月学術交流協定を締結
 創立：１９６２年
 都市：バンコク（タイの首都）
 学生数：約２８０００人
 設置課程：学士課程
 芸術・応用芸術学部、建築学部
 長期プログラムのみ募集
 実業家が創立した大学で、実践的な学問を提供







シラパコーン大学
Bangkok University

 ２０１９年７月学術交流協定を締結
 創立：１９４３年
 都市：バンコク（タイの首都）
 学生数：約２５０００人
 設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
 芸術学部、タイ建築学部、考古学部、デコ
ラティブアート学部、文学部

 美術および考古学分野では、タイの国内で
最高峰の大学







バンコクの街並



ベトナム



ハノイ工業美術大学
Hanoi University of Industrial Fine Arts

 ２０１７年５月学術交流協定を締結
 創立：１９４９年
 都市：ハノイ（ベトナムの首都）
 学生数：約２０００人
 設置課程：学士課程、修士課程
 美術、デザイン
 長期プログラムのみ募集
 工科大学が前身で、実践的な教育を提供している







ハノイの街並



イギリス



バーミンガム・シティ大学
Birmingham City University

２００２年3月に学術交流協定を締結
創立：１８４３年
都市：バーミンガム（イギリス第2の都市）
学生数：約２４０００人
設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
アート、デザイン、メディア学部の他に１０学部
長期プログラムのみ募集
海外研修（サマー・スクール）も実施
貴金属や宝石が盛んな土地柄上、ジュエリーなど
の専門的なコースも提供している





美術館（街の中心部、無料、ラフ
ァエロ前派の時期作品で世界的

に有名）



ボーンビルキャンパスの校舎（
海外研修を受ける校舎）



バーミンガムの街並



ラフバラ大学
Loughborough University

 ２０１０年10月に学術交流協定を締結
 創立：１９０９年
 都市：ラフバラ
 学生数：約１５０００人
 設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
 アート、デザイン学部の他に２０以上の学部
 イギリス最大規模の面積を誇るキャンパスを持ち、
イギリス大学ランキングでも上位5位に入る名門
総合大学



キャンパス校舎



実技教室（木工系）



作品制作風景



実技教室（立体アート系）



実技教室（テキスタイル、織）



実技教室（テキスタイル、染）



ラフバラの街並



フィンランド



メトロポリア応用科学大学
文化・創造産業学部

School of Culture and Creative Industries, 
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

２００６年6月に学術交流協定を締結
創立：１９８４年
都市：ヘルシンキ（フィンランドの首都）
学生数：約１６０００人
設置課程：学士課程、修士課程（一部ｺｰｽのみ）
デザイン、メディア学部の他に音楽学部
世界各国から来る交換留学生には英語で授業





テキスタイルデザインの教室



テキスタイルデザインの教室



ファッションデザインの教室



ヘルシンキの街並



トゥルク応用科学大学
Turku University of Applied Sciences

２０１７年１月に学術交流協定を締結
創立：１８１６年（美術系学部は１９３０年）
都市：トゥルク（フィンランドの旧首都）
学生数：約９０００人
設置課程：学士課程、修士課程
受入れ学科はファインアーツ、フィルム＆メディア
長期プログラムのみ募集
フィンランドの応用科学大学の中で最大規模で６０の学
士課程プログラムと１７の修士課程プログラムをもつ













トゥルクの街並



オーストリア



ウィーン応用芸術大学
University of Applied Arts Vienna

 2009年10月に学術交流協定を締結
創立：１８６７年
都市：ウィーン（オーストリアの首都）
学生数：約１８００人
設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
美術、デザインなど幅広く29の専門科目を設置
長期プログラムのみ募集
オーストリア応用美術博物館に併設された学校
が起源であり、キャンパスはウィーン中心街に
位置





校舎の中の階段（宮殿や城のよ
う）



美術館で模写する人、芸術の都



キャンパス入口



キャンパスの別の建物（近代的
な校舎もある）



実技教室（テキスタイル）



実技教室（版画）



古い版画用すり機



ウィーンの街並



ドイツ



フリードリヒ・アレクサンダー大学
エアランゲン＝ニュルンベルク

Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg

２０１２年７月に学術交流協定を締結
創立：１７４３年
都市：エアランゲン、ニュルンベルク
学生数：約４００００人
設置課程：学士課程、修士課程、博士課程
長期プログラムのみ募集
美術教育アカデミーという教育学部の中で美
術教員志望者向けの授業を履修する

学芸員を目指す人にもおすすめ











ニュルンベルクの街並



イタリア



ブレラ国立美術学院
Accademia di Belle Arti di Brera

２０１４年１１月に学術交流協定を締結
創立：１７７６年
都市：ミラノ
学生数：約４０００人
設置課程：学生課程、修士課程
美術系学科の他にデザイン応用学科を設置
長期プログラムのみ募集
イタリアでは最も国際化の割合が高い教育機
関で留学生が３０％を占める













ミラノの街並



フランス



パリ・セルジー国立高等美術学校
École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy

２０１２年１１月に学術交流協定を締結
創立：１９７５年
都市：セルジー・ポントワーズ
学生数：約200人
設置課程：学士課程、修士課
学科や専攻などの区分はなく「アート」のくくり
で学際的に学ぶ（領域横断的かつ学年横断的）

近隣の他大学が実施するフランス語講座を無料で
受講できる

















セルジー・ポントワーズの街並



パリ・カレッジ・オブ・アート
Paris College of Art

２０１７年２月に学術交流協定を締結
創立：１９８６年
都市：パリ（フランスの首都）
学生数：約３００人
設置課程：学士課程、修士課程
ファインアート、デザイン系など9つのコース
長期プログラムのみ募集
全米美術学校協会の認可を受け米国の学位を授与
することができる

パーソンズ・パリが前身となっている















パリの街並



チェコ



西ボヘミア大学
Unibersity of West Bohemia

２０２１年１月に学術交流協定を締結
創立：１９９１年（芸術学部は２００４年）
都市：プルゼニ
学生数：約１１０００人
設置課程：学士課程、修士課程
２０の幅広いプログラムを提供
長期プログラムのみ募集
２００５年から始まった「Art Camp」はチェコ最大規模
のサマースクールとなり国内外から高い人気を集めるプ
ログラムとなっている









プルゼニの街並



カナダ



OCAD大学
The Ontario College of Art and Design University

２０２２年９月に学術交流協定を締結
創立：１８７６年
都市：トロント
学生数：約４，３００人
設置課程：学士課程
幅広いプログラムを提供
長期プログラム（秋セメスター開始）のみ募集
留学時学部3年次のみ対象





トロントの街並み



ご相談・ご質問は
お気軽に国際センターまで
メールでお問合せください。

itn@venus.joshibi.jp
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