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海外研修・交換留学のススメ

学校法人瓜生山学園「京都芸術大学」は、 2020 年 4 月 1 日に
学校法人瓜生山学園「京都造形芸術大学」から名称を変更いたしました。



「国際交流センター」は、皆さんが広く国際社会で通用する

〈人間力〉〈創造力〉そして〈語学力〉を身につけて

平和で美しい世界の創造に貢献していくことを全力で支援します。

世界に目を向け、一歩を踏み出しましょう。

そこには、日本とは異なる歴史、異なる言語、異なる気候、異なる景色、

異なる習慣、異なる考え方、異なる芸術やデザインなど別世界が広がっています。

五感を働かせてそれらの違いを感じ取り、ワクワクし、触発され、考え、

悩み、そして新たな価値観を見出していってほしいと思います。

パンフレットのタイトルであるIKIKATAは、

「行き方」であるだけでなく、「活き方」でもあり「生き方」でもあります。

このパンフレットが皆さんのIKIKATAのヒントとなり

手助けとなることを願っています。
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■海外留学について
JASSO日本学生支援機構　海外留学情報　
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/about/index.html

■各国留学情報センター
アメリカ
日米教育委員会
http://www.fulbright.jp/
在日米国大使館・領事館　
http://japanese.osaka.usconsulate.gov/wwwhj-kac.html
イギリス
ブリティッシュ・カウンシル
http://www.britishcouncil.jp/
イタリア
Study in ITALY  日本イタリア京都会館
http://www.studyinitaly.jp/ http://italiakaikan.jp/
ドイツ
ドイツ大使館・領事館
http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/Startseite.html
Goethe Institute（ゲーテ・インスティテュート）
https://www.goethe.de/ins/jp/ja/sta/osa.html

フランス
アンスティチュ・フランセ
http://www.institutfrancais.jp/
Campus France
http://www.japon.campusfrance.org/
スウェーデン
スウェーデン大使館
http://www.swedenabroad.com/ja-JP/Embassies/Tokyo/8/1/
スイス
スイス政府観光局
http://www.myswitzerland.com/ja/home.html
韓国
韓国教育財団  日韓友好協会
http://www.kref.or.jp/  http://www.kankoku-ryugaku.net/

■奨学金情報
JASSO日本学生支援機構　海外留学のための奨学金
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships.html

■危機管理
外務省海外安全ホームページ　http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省海外渡航登録サービス　http://www.ezairyu.mofa.go.jp/
厚生労働省検疫所　http://www.forth.go.jp/

e-ラーニング（eLearning）

エリック･ランチ（Eric Lunch）

–

Links

国際交流センターでは、語学学習のサポートを行っています。詳しくは国際交流センター窓口までご相談ください。

1 2 3

語学要件なしで
参加できる

語学研修と
体験ツアーの

2種類から選べる

単位認定が可能
（学部生のみ）

夏季プログラム：全学科　全年次（大学院含）
春季プログラム：全学科　学部1年～3年　大学院修士1年、博士1・2年次生

応募用紙に必要事項を記入の上、国際交流センター窓口（人間館NA棟・1階）まで提出してください。
※応募用紙は、説明会会場・国際交流センターにて配布します。

※全プログラムで、ツアー日程以外に事前・事後ガイダンスが行われます。（回数はツアー毎に異なる）
※ガイダンス出席も含めて、「特別単位認定」（2単位）の対象授業となります。
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S t u d y  t o u r

海外研修の 3つの特徴

プログラム説明会： 5月開催予定　
応募期間：5月～ 6月予定　※詳細スケジュール別途通知

プログラム説明会： 10月開催予定　
応募期間：10月～11月予定　※詳細スケジュール別途通知

夏季プログラム

春季プログラム



チェコ研修ツアー

東欧・チェコの首都プラハで、世界遺産の街並みを誇る建築、ヨーロッパの伝統文化を継承するアート・アニメーション、

工芸に触れる研修です。自分の作品を持参して現地の芸術大学と交流をします。自由時間には、市内散策、美術館・ギャ

ラリー見学、クトナー・ホラ骸骨教会やマリオネット劇場、オペラ観賞など、古典から現代まで、幅広い音楽やアート、デ

ザインを体感できます。

チェコが誇る画家アルフォンヌ・ミュシャやチェコアニメーションの
巨匠で絵本作家のイジー・トルンカの美術館を見学します。

「建築博物館」とも呼ばれるプラハ。多様な建築様式を現在に伝え
る世界遺産の街でヨーロッパ建築の歴史を体験。人形劇（マリオネッ
ト）や絵本、絵画、雑貨、オペラなど、文化の宝庫です。

ヨーロッパ独特の雰囲気と古風な街並み、現地の方々もとても親切で優し
く接して下さる方が多く、とても素敵で心が踊る日々でした。ガイドさん
の方が日本人の方で、ほぼ全日付き添って頂いたので普段日本では絶対に
行けないような場所にも行くことが出来ました。
3万体の内の1万体の骨からなる骨のみで作られた骨のシャンデリアは圧巻
以外の何者でもありませんでした。その他にも、立ち入りこそ出来ません
でしたがストラホフ修道院の天井の壁画は大変素晴らしく、目を見張るも
のがありましたね。是非とも行ってみて欲しい場所のひとつです。ヨーロッ
パと言えどもたくさんの国がありますが、チェコは大変過ごしやすい国な
ので、一度は行ってみてはいかがでしょうか？

プラハ市街

糸
い と い

井 光
ひかる

さん
映画学科　俳優コース

ミュシャやトルンカの美術館

チェコ訪問国

訪問地

実施時期

実施期間

応募時期

費用

宿泊

単位申請

春休み（2～ 3月）

約10日間

10月末～11月中旬

ホテル

2単位（学部生のみ）

約20万円～25万円
（航空券、宿泊費、海外保険代含）

プラハ：プラハ美術工芸大学（協定校）、プラハ城、
ミューシャミュージアム、プラハ城、カレル橋、バー
ツラフ広場、黄金の小道、フリーマーケット　ほか
チェスキークロムロフ：古城、聖ビート教会、博物館　ほか
クトナーホラ：骸骨教会、聖バルボラ教会　ほか

S t u d y  t o u r

使える英語を集中的にアップ！ロンドンの英語学校で世界各国のクラスメート達と一緒に本場の英語、異文化コミュ

ニケーションを習得します。現在の英語力は問いません。英語に自信がない人、苦手な人も安心して参加ください。

授業は各自のレベルにあわせて、会話、リーディング、ライティング、発音等幅広い分野をバランスよく学びます。

イギリスは街のいたるところに名所旧跡や歴史的建造物、美術館・ギャラリーや劇場、カフェ、マーケットが点在。

まさにアートの宝庫です。自由時間は自分で予定をたてて積極的に行動し、グローバルな視野を広げてください。

イギリス英語研修

活躍中の若手アーティストのアトリエを訪問、レクチャー
を受け、ワークショップを行いました。最先端のデザイ
ンに触れることができる絶好の機会です。

ロンドン芸術大学ほかイギリスの協定校のキャンパ
ス視察も可能です。

私は本学に海外研修のプログラムがあると知り、前からヨーロッ
パに憧れていたことと、両親からの強い後押しとサポートもあっ
て参加を決めました。行くまでは一人で行動できるか不安でした
し、他にも心配事が色々ありましたが、ロンドンに着くと目に入
るもの全てが魅力的でそんな気持ちもすぐに吹き飛びました。ロ
ンドンで過ごすうちに日常で使う英語が段々わかってきましたし、
語学学校では英語は完璧じゃなくても伝えようと努力することが
大切だと学びました。今回の研修では普段消極的な私でもこんな
積極的に行動できるのだと驚きましたし、自信にも繋がりました。
この時についた自信は今でも私の行動力の元になっています。

ブリティッシュデザイナーアトリエ訪問 現地協定校訪問

London

イギリス訪問国

訪問地

実施時期

実施期間

応募時期

費用

宿泊

単位申請

ロンドン：ロンドン芸術大学、ボーンマス芸術大学、
ほか協定校、大英博物館、ナショナルギャラリー、
テートモダン、コベントガーデン、ほか様々なアートスポット

夏休み（8～9月）、春休み（2～3月）

約2週間

5月末～ 6月中旬（夏）、10月末～ 11月中旬（春）

約30～ 40万円
（航空券、英語学校代、宿泊代、海外保険代、危機管理代等含）

ホームステイ または ホテル

2単位（学部生のみ）

藤
ふじわら

原りかさん
歴史遺産学科　
文化財保存修復・歴史文化コース

S t u d y  t o u r

Česká sepublika



ヘルシンキではメトロポリア応用科学大学を訪問し、ストックホルムではコンスト
ファク国立芸術工芸デザイン大学を訪問します。現地のワークショップに参加し、見
るだけではなく実際にトライすることで、新たなものの見方が広がるはずです。

大胆な色遣いや個性的な柄が特徴的な北欧ブランドのマリメッコ。現地で
活躍するデザイナーから、直接お話を聞くことができます。そこから刺激
を受け、自身の研究や作品に良い影響をもたらすことを期待しています。

協定校で、
レクチャーとワークショップ体験！

現地デザイナーによる、
北欧ブランド「マリメッコ」のレクチャー！
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北欧研修ツアー

フィンランド
スウェーデン訪問国

訪問地

実施時期

実施期間

応募時期

費用

宿泊

単位申請

春休み（2月末 ～ 3月中旬）

約10日間

10月末～11月中旬

約30～35万円
（航空券、宿泊費、海外保険代含）

ホテル

2単位（学部生のみ）

ヘルシンキ（フィンランド）：ヘルシンキ大聖堂、フィスカ
ルビレッジ、メトロポリア応用科学大学（協定校） ほか
ストックホルム（スウェーデン）：ドロッニングホルム
宮殿、ユールゴーデン島、コンストファク国立芸術
工芸デザイン大学（協定校）ほか

S t u d y  t o u r

一度日本の外へ行ってみたいと思いつつも行動に移せていなかったのです
が、大学に研修プログラムがあると知り思い切って参加しました。現地で
暮らす日本の方に私も同じ場所に立ってお話を伺えたことが嬉しく、とて
も印象に残っています。みんな学科の違うメンバーだったからこそ私が目
に留めていなかった場所へも足を運ぶことができ、知らなかった世界に触
れる事が出来ました。失敗した事も含めてとても素敵な経験になり、何よ
り行かせてくれた両親に感謝しています。研修を通して感じた事、学んだ
事が今の私の背中を押してくれています。

井
いのうえ

上恵
え り

理さん
美術工芸学科　染織テキスタイルコース

マレーシアとシンガポールにある本学の協定校2校を訪問します。特
に、マレーシア「ASWARA」の学生とは影絵ワークショップ以外に
も一緒に観光したり、また毎年8月～9月にASWARAの学生が本学
に訪問する際にも再会し、観光案内やウェルカム＆フェアウェルパー
ティーなど通じて交流を深めることができます。

影絵ワークショップでは、人形作りから始まり、人形の操り方、楽器の
演奏、発表会まで、一連の流れを体験し、マレーシア伝統芸能の世界
に浸ります。協定校の学生達と一緒に各国の料理を頂きながら交流す
ることで、五感をフルに使って東南アジア文化を体感できます。

現地協定校の学生と一緒に
ワークショップ体験と交流ができます！

五感をフル稼働させるツアー！

アジアの文化に興味があったので、東南アジア研修に参加しました。
研修では現地の伝統芸能を体験したり、観光地を巡ったり、美味し
いものを食べたり、ミュージカルを見たり、とても充実した日々を
過ごすことができました。9日間という短い期間でしたが、以前よ
り少し英語が聞き取れるようになったと思います。また、現地の学
生はとても明るく陽気ですぐに打ち解けることができ、秋には日本
に来てくれて京都を案内し、とても大切な仲間ができました。今で
もSNSで連絡を取っており、参加したメンバーで再び訪れる予定
です。

二
にかいどう

階堂 江
え り

莉さん
美術工芸学科　油画コース
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Wayang Kulit

ASWARA

東南アジア研修ツアー

マレーシア、シンガポール訪問国

訪問地

実施時期

実施期間

応募時期

費用

宿泊

単位申請

春休み（2～3月）

約10日間

10月末～11月中旬

約16万円
（航空券、宿泊費、海外保険代含）

協定校大学寮（マレーシア）、ホテル（シンガポール）

2単位（学部生のみ）

クアラルンプール（マレーシア）：ASWARA大学（国
立芸術文化遺産大学／協定校）、イスラム美術館、バ
ティックギャラリー、バトゥ洞窟　ほか
シンガポール：ラサール芸術大学（協定校）、ガーデ
ンズ・バイ・ザ・ベイ、シンガポール国立博物館、ナ
ショナル・ギャラリー、プラナカン文化見学　ほか

S t u d y  t o u r

Helsinki

Stockholm

Kuala Lumpur

Singapore



E x c h a n g e  s t u d i e s

・ 応募時点で学部1年次、2年次、（3年次は要相談）、大学院進学予定の4年次、大学院修士1年次（後期派遣は要相談）
・ 単位取得状況に問題がないこと
・ 協定校の出願要件を満たすこと
・ 心身共に健康で、大学の代表にふさわしい人物であること

・ 応募用紙に記入の上、必要書類を揃えて国際交流センター窓口（人間館NA棟・1階）まで提出してください。
※ 応募用紙は、説明会会場・国際交流センターにて配布します。

交換留学の 3つのメリット

1 2 3

海外のトップ校で
学べる

4年で卒業可能

（ ）留学先の取得単位を
本学の単位として認定

留学先の学費が不要
（本学に通常の学費を納める）

マレーシア・ASWARA（国立芸術文化遺産大学）からの学生約15名を受け入れ、ワークショップを開催し、
本学学生との交流イベントを実施しました。ワークショップの後は、ASWARAの学生達を京都観光に
案内したり、ウェルカム＆フェアウェルパーティーで盛り上がりました。
言葉や文化が違っても心は通じることを実感できた貴重な体験でした。

毎年、海外から多くの大学がキャンパス
を訪れワークショップに参加しています。
［実施例］米・コロラドデンバー大学学
生と環境デザイン学科学生が左官WS／
米・サウスキャロライナ大学学生が歴史
遺産学科にて和紙体験 など

年2回、春と秋に留学生と日本人学生が
一緒に京都府内の観光名所や伝統文化の
体験施設を訪れる京都スタディツアーを
開催しています。美山のかやぶきの里や
天の橋立を訪問し、和太鼓体験や剣舞
鑑賞を楽しみました。

>> 

>> ASWAR A

>> 

学内国際交流
（過去実績）

C a m p u s  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e

プログラム説明会： 5月開催予定　
応募期間：5月～6月予定　※詳細スケジュール別途通知

プログラム説明会： 10月開催予定　
応募期間：10月～11月予定　※詳細スケジュール別途通知後期派遣

前期派遣

2020年度

2020年度
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留学を通して 

 

樋口菜月さん

“ 世界に視野が広がった！”

Q&A

Information

情報デザイン学科
ビジュアルコミュニケーションデザインコース

□ 留学時期：2年次後期
□ 留学した国：イタリア
□ 留学先大学：ミラノ新美術アカデミー

　おすすめの場所
学校から徒歩で行けるTENOHAという日本のカ
フェです。よくそこで課題をしていました。デザ
インウィーク中には日本人もよく見かけました。
旅行ならイタリアの南にあるカプリ島がおすすめ
です。青の洞窟で有名なのですが島の建物やの
どかな感じがとても気に入りました。

　 持って行ってよかったモノ
トイレに便座がなかったり、レストランではお手
拭きが出なかったりするので、ウエットティッシュ
と消毒液は必須です。

　 最も印象深い出来事は？
ルームメイトが引きこもりで相性が合わなかっ
たこと。

留学体験記

 滞在先
ヘルシンキから飛行機で1時間に位置するクオ
ピオ。アパートは基本的にシェア型が多く、自
室はありますが他は全て共用です。

　 ある1日のスケジュール

6：30 起床　　　　　
8：15 授業　　
11：00 お昼休憩
12：15 授業　　　　
16：00 授業終了
17：00 帰宅
19：00 課題
21：00 就寝　　　

　 留学中の費用（概算）

1ヶ月の家賃：4万円
1ヶ月の食費：3万円
教科書代：なし
旅費（滞在中の旅行）：10万円

関心とカルチャーショック

日本とフィンランド

留学後のこれから

野上  優さん

“ やりたいことを見つけた ! ”

Q&A

Information

空間演出デザイン学科 
ファッションデザインコース

□ 留学時期：3 年次後期 

□ 留学した国：フィンランド
□ 留学先大学：サヴォニア応用科学大学

　おすすめの場所
Puijon Torni （Puijo Tower） 展望台からKuopio全
体を見渡せます! 麓ではスキージャンプを練習し
ているのが見えるし、私もクロスカントリース
キーを楽しみました! 

　ハプニング
初雪の時期は雨も降ったりして道が滑りやすい
んですが、1度車が迫ってきたところで転んでし
まって、九死に一生を得た感じでした ...。

　 持って行ってよかったモノ
どこへ行っても日本のラップは品質がいいなと
感じます。でも、フィンランドは自国製造もの
が多いので何を買っても高品質・高性能ですね。

　 最も印象深い出来事は？
やっぱり本物のサンタさんと写真を撮ったこと
です ! 12月に入るとMatkusというモールで毎
週末サンタさんと写真が撮れます。

留学体験記

　 ある1日のスケジュール

8：00 起床　　　　　
9：00 授業　　
14：00 お昼休憩
15：00 授業　　　　
19：00 授業終了、買い物へ
20：00 夜ご飯など
22：00 課題と授業の復習
26：00 就寝　　　

　 留学中の費用（概算）

1ヶ月の家賃：5万円
1ヶ月の食費：3万円
教科書代：なし（授業によってPCソフトウェア購入の必要あり）
旅費（滞在中の旅行）：15万円

 滞在先
大学にはハウジングがあり、半年の交換留学だ
とシェアルームしか選べません。部屋の汚いき
れいや、ルームメイトも選べません。少し高く
なりますが、できるだけハウジングは使わずに
日本人が貸している部屋を自分で借りた方がい
いと思います。イタリアは基本エアコンがない
のですが、エアコンのある部屋を借りることを
お勧めします。



交換留学は、

「学内選考」と「協定校選考」の

二段階の選考があります。

応募書類（学内選考）

A4

面接（学内選考）

志望協定校による選考

お金の準備
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卒業生インタビュー

美術工芸学科 染織テキスタイルコース卒業

情報デザイン学科 情報デザインコース卒業

□留学した国：フィンランド

□留学した国：イタリア

□留学先大学：ヘルシンキ・メトロポリア応用科学大学
□卒業後の進路：イラストレーター・アーティスト

クリスマスマーケットの様子

□留学先大学：ボルツァーノ自由大学
□卒業後の進路：株式会社シファカ 

（グラッフィックデザイナーとして勤務）



▪州認可の私立　▪創立年：1997年　▪学生数：約3000人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院（前期のみ）
▪Web　http://www.unibz.it/

▪私立　▪創立年：1980年　▪学生数：約1500人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院（前期のみ）
▪Web　www.naba.it

▪国立　▪創立年：1843年　▪学生数：約28000人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.ntu.ac.uk/

▪国立　▪創立年：1986年（「ロンドン・インスティテュート」の名称で複数のアートカレッジ
が集合して設立）　▪学生数：約 24,000名超（ロンドン芸術大学6カレッジ全体）
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣（カレッジによって異なる）　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.arts.ac.uk/

▪私立　▪創立年：1688年　▪学生数：約900人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.akbild.ac.at/

▪公立　▪創立年：1875年　▪学生数：約2500人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院（前期のみ）
▪Web　http://www.zhdk.ch/

アート・デザイン学部（ヴィジュアルコミュニケーションとプロダクトデ
ザインの合同カリキュラム）

インテリアデザイン、プロダクトデザイン、ファッションデザイン、テキ
スタイル、グラフィックデザイン、映画、アニメーション、ゲームデザイ
ン、舞台デザイン、絵画、写真、イラストレーション

インテリアデザイン、プロダクトデザイン、ファッション・アクセサリーデザイン、
テキスタイル、コスチュームデザイン、装飾アート、ニットウェアデザイン、ファッショ
ンマネージメント、グラフィックデザイン、映画＆TV、アニメーション、ゲームデ
ザイン、舞台デザイン、絵画、写真、その他

絵画、デジタルメディア、映画、写真、空間デザイン、彫刻、イラストレー
ション、グラフィックアート、版画、テキスタイル

アート・メディア、デザイン、演劇・映画、美術教育

Free University of Bozen-Bolzano (FUB)

イタリア・ボルツァーノ

Nuova Accademia di Belle Arti, Milano (NABA)

イタリア・ミラノ

Nottingham Trent University (NTU)

イギリス・ノッティンガム

University of the Arts London, CCW
（Chelsea, Camberwell, Wimbledon College of Arts）

イギリス・ロンドン 

（チェルシー、キャンバーウェル、ウィンブルドン・カレッジ・オブ・アーツ）

Academy of Fine Arts Vienna (]a[)

オーストリア・ウィーン

Zurich University of the Arts (ZHdK)

スイス・チューリッヒ

学べる分野

学べる分野

学べる分野 学べる分野

学べる分野 学べる分野

チェルシーカレッジ：ファインアート、グラフィックデザイン、コミュニケーション、
インテリア＆空間デザイン、テキスタイル
キャンバーウェルカレッジ：デッサン、絵画、写真、彫刻、グラフィックデザイン、
イラストレーション、3Dデザイン
ウィンブルドンカレッジ：絵画、彫刻、コスチュームデザイン、コスチュームインター
プリテーション、プリント＋タイムベースドメディア、舞台デザイン、映画セットデ
ザイン、特殊効果技術

▪公立（州立） 　▪創立年：1873年　▪学生数：約1800人
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.masart.edu/

▪私立　▪創立年：1885年　▪学生数：約2500人
▪派遣時期：後期派遣（前期は大学院のみ）　▪課程：学部・大学院
▪Web　http://www.aub.ac.uk/

▪私立　▪創立年：1947年　▪学生数：約3500人
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.sva.edu/

▪私立　▪創立年：1845年　▪学生数：約1900人
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.gsa.ac.uk/

演技、アニメーション、建築、アートマネージメント、写真、ファッション、ファ
インアート、映画、グラフィックデザイン、イラストレーション、インテリアデ
ザイン、立体造形、テキスタイル、ヴィジュアルコミュニケーションなど

アニメーション、マンガ、コンピュータアート ･ヴィジュアルエフェクト、
デザイン、映画、陶芸、総合造形、彫刻、絵画、版画、写真、イラストレー
ション、インテリアデザイン、ビジュアルクリティカル研究

プロダクトデザイン

Massachusetts College of Art and Design (MassArt)

アメリカ・ボストン

Arts University Bournemouth (AUB)

イギリス・ボーンマス 

School of Visual Arts (SVA)

アメリカ・ニューヨーク

The Glasgow School of Art (GSA)

イギリス・グラスゴー

学べる分野

学べる分野

学べる分野

学べる分野
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アニメーション、建築、陶芸、芸術教育、ファッションデザイン、染織、映画、
グラフィックデザイン、イラストレーション、工業デザイン、ジュエリー
デザイン、絵画、写真、版画、彫刻など



▪国立　▪創立年：1766年　▪学生数：約560人
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.ensad.fr/

▪国立　▪創立年：1993年　▪学生数：約2200人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院
▪Web　http://eng.karts.ac.kr/

▪公立　▪創立年：2008年　▪学生数：約16,500名
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.metropolia.fi/

▪国立　▪創立年：1982年　▪学生数：90人
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.enp-arles.com/

▪私立　▪創立年：1948年　▪学生数：約15000人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院
▪Web　http://en.hongik.ac.kr/

▪公立　▪創立年：1982年　▪学生数：約15000人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院（前期のみ）
▪Web　http://1www.tnua.edu.tw/

ファッションデザイン、インテリアデザイン、アニメーション、グラフィック
デザイン、プロダクトデザイン、テキスタイル、プリントイメージ、写真、映
像、舞台デザイン

演技・演出、舞台デザイン、映画、アニメーション、ダンス、絵画、彫刻、
写真、ヴィジュアルコミュニケーション、プロダクトデザイン、建築、イ
ンテリアデザイン、伝統舞台芸術 

ファッション、産業デザイン、インテリア、建築、テキスタイル、3Dビジュ
アル、アニメ

写真

絵画、東洋絵画、版画、彫刻、視覚伝達デザイン、産業デザイン、テキス
タイル＆ファッションデザイン、木工＆家具デザイン、陶芸・鋳造、金属
工芸、芸術研究、プロダクトデザイン、コミュニケーションデザイン、デ
ジタルメディアデザイン、アニメーション、映画・映像、ゲームデザイン、
建築、インテリア

水墨画、絵画、総合造形、彫刻、版画、現代美術、演技・演出、舞台デザ
イン、映画、アニメーション

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)

フランス・パリ

Korea National University of Arts (K-Arts)

韓国・ソウル

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

フィンランド・ヘルシンキ

École Nationale Supérieure de la Photographie,Arles (ENSP)

フランス・アルル 

Hongik University

韓国・ソウル

Taipei National University of the Arts (TNUA)

台湾・台北

学べる分野 学べる分野

学べる分野 学べる分野

学べる分野

学べる分野

▪国立　▪創立年：1945年　▪学生数：約 350人
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部
▪Web　http://www.famu.cz/eng

▪国立　▪創立年：1885年　▪学生数：約700人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院（前期のみ）
▪Web　https://www.umprum.cz/web/en/

▪公立（州立）　▪創立年：2006年　▪学生数：約700人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院（前期のみ）
▪Web　http://head.hesge.ch/

▪国立　▪創立年：1844年　▪学生数：約700人
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部のみ
▪Web　http://www.konstfack.se/en/

▪公立　▪創立年：1946年　▪学生数：約 800人
▪派遣時期：前期派遣・後期派遣　▪課程：学部・大学院
▪Web　http://www.kh-berlin.de/

▪公立　▪創立年：1884年　▪学生数：約 480人（デザイン学部のみ）
▪派遣時期：後期派遣　▪課程：学部・大学院
▪Web　http://portal.savonia.fi/amk/en

アニメーション、映画、写真

建築、プロダクトデザイン、インテリアデザイン、彫刻、絵画、写真、鋳造、
陶芸、ファッションデザイン、テキスタイル、グラフィックデザイン、
イラストレーション、映画、タイポグラフィ、芸術史

絵画、彫刻、写真、現代美術、映画、インテリアデザイン、ヴィジュアル
コミュニケーション、ファッションデザイン、ジュエリー・アクセサリー
デザイン

陶芸、ファインアート、グラフィックデザイン＆イラストレーション、工業
デザイン、インテリア＆家具デザイン、テキスタイル、鋳造

絵画、造形、舞台/衣装、ビジュアルコミュニケーション、プロダクトデザイン、
ファッション、テキスタイル

ジュエリー、メタルデザイン、インテリア、家具デザイン、産業デザイン、
ファッションデザイン

Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague(FAMU)

チェコ・プラハ

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (AAAD/UMPRUM)

チェコ・プラハ

Geneva University of Art and Design (HEAD)

スイス・ジュネーブ

KONSTFACK/University College of Arts, Crafts and Design 

スウェーデン・ストックホルム

Weißensee Kunsthochschule Berlin – Wei ßensee Academy of Art Berlin

ドイツ・ベルリン

Savonia University of Applied Sciences ,School of Design

フィンランド・クオピオ 

学べる分野

学べる分野

学べる分野
学べる分野

学べる分野 学べる分野



京都芸術大学  国際交流センター

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116
場所：人間館1F事務局 
窓口時間：平日　9:00－18:00、土日祝　休
※長期休暇中等、通常の授業期間以外は、平日9:00-17:00になります。

Tel： 075-791-8207 （直通）
E-mail：cie@office.kyoto-art.ac.jp
HP：http://www.kyoto-art.ac.jp/info/cie/initiatives/

｜発行｜
京都芸術大学　国際交流センター
2020年3月発行
※掲載情報は、2020年3月末時点のものです。変更の可能性がありますので、

必ず各プログラムの募集要項で確認してください。

□留学相談　
…… 交換留学

□海外研修プログラム　
…… 語学研修、研修ツアー

□学内国際交流活動　
…… 国際交流プロジェクト・ワークショップ・イベント、　

□語学学習支援　
…… e-ラーニング、エリックランチ

□情報提供　
…… 留学・国際交流に関する情報、交換留学体験レポート・協定校資料等の閲覧、
　　 留学・語学学習関連図書の閲覧・貸出など

□国際交流プログラム説明会　
…… 交換留学・海外研修、各種ガイダンス（事前・事後）

主な活動

Design&Illustration _ Neki inc.　


