


　筑波大学芸術系では、魅力的な芸術教育を展開している各国の協定校と締結し、多くの学生を派遣し、受け入れる交流

を重ねてきました。芸術系としての協定校に加えて、大学全体で締結している協定校の中でも特に芸術分野で積極的な交

流を行っている大学もあります。本冊子では、そうした協定校のいくつかを紹介し、1 年ほどの短期留学の体験談を掲載し

ています。また、筑波大学では短期留学の他にも、短期の海外研修や研究のための渡航や、国際学会やシンポジウムへ

の参加などを支援するプログラムや仕組みが整っています。留学する国によって文化や歴史は多様で、魅力的なアート・デ

ザイン文化が形成されています。また各国の各協定校にはそれぞれに特に優れた分野と特徴的なカリキュラムがありますの

で、自分の目的にあった地域と大学を探して、海外留学の計画を準備してください。

　本学と学生交流協定を結んでいる海外の大学（以下「協定校」）に、
候補者選考を経て留学することを「交換留学」といいます。留学期間は
本学の修業年限および在学年限に編入され、留学先で取得した単位は、
一定条件のもとで本学の卒業要件単位として認められます。多くの協定
校では授業料相互不徴収の取り決めがされていますので、留学先大学
での授業料は不徴収となります。留学期間は 1 学期 ～1 年（最大 2 年）
です。各協定校には連絡調整責任者となる教員がいますので、留学を
希望する協定校を担当する教員と良く相談をして準備をしてください。

　自らの海外留学の目的に基づいて、本学の協定校以外で希望
する大学に留学することもできます。留学期間は本学の修業年
限及び在学年限に算入されませんが、留学先で取得した単位は
一定条件のもと本学の卒業要件単位として認められる可能性が
あります。留学期間は自身で設定できますが、本学の在学年限
に注意する必要があります。詳細は学則を参照してください。

　短期の海外経験を積むことのできる、本学の
教育組織等が実施する海外研修プログラムや、
専門科目に関する学修、調査、研究のプログラ
ムがあります。渡航の期間は 1 週間から 1 か月
程度であり、夏季・春季休業期間中に実施され
るプログラムもあります。参加にあたって渡航費
等に対する支援プログラムも準備されています。

　学生自らが計画した海外での挑戦的な制作
や調査活動を構想に基づいて、短期間の海
外経験を実現することができます。筑波大学
では、任意結成された学生グループ（数名～
7 人程度）を対象に、立案した企画の審査に
基づいて渡航旅費の一部を支援するプログラ
ムがあります。渡航の期間は 2 週間以内です。

　筑波大学は海外の８カ国、10 校と
キャンパスインキャンパス（以下 CiC）
協定を結んでいます。CiC 大学とは国
境や機 関の 壁を越えたトランスボー
ダーな交流を実現するための取り組み
が進められています。CiC については
本冊子の19 ページを参照してください。

交換留学 休学（私費）留学

キャンパスインキャンパス海外武者修行短期海外研修

　社会はますますグローバル化し、国や地域を越えた真にトランスボーダーな世界へと移行しつつあり
ます。私たちは、各地の歴史や文化、多様な宗教や思想が共存しているこの世界において、自らの考
えや想いを表現し、活躍できる場と方法を模索・発見していかなくてはなりません。そのために、大学
生時代に海外留学をはじめとする国際体験は、それまでの日常からは異なる環境にて、豊かで刺激的
な体験を得て、国際人として飛躍するきっかけとなる、その後の人生にとって大きな糧となるものです。

　特にアートやデザインの創造・制作・研究を志す皆さんにとっては、他者とは異なるユニークなアクショ
ンの原動力となる独自の視点、哲学、思想、そしてそれらにアプローチし表現するための手法や技法
を獲得することが不可欠です。そのためにも国際体験は、自身の殻を破り、大きく弾け出すための貴
重な機会となることでしょう。

　世界の多様性を知るための挑戦は、同時に自らのアイデンティティーを探求する行為でもあります。
皆さんは「地球人」でありつつ「ユニークな個としての存在」なのです。アーティスト、デザイナー、アー
キテクツ、リサーチャーとしての道を切り拓き、それぞれの世界に踏み込み、鋭く立つために、
国際的な学びの場へと飛び込んでいくことをぜひお薦めします。

海外留学×国際 体験 のススメ
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国立台湾芸術大学
国立台湾科技大学

中国美術学院
中央美術学院

ホーチミン市美術大学
Vietnam

フィレンツェ国立美術学院

アイントホーフェン工科大学
The Netherlands

デルフト工科大学

スウェーデン王立美術大学
Sweden

バルセロナ大学
Spain

ヘルシンキ芸術大学美術アカデミー
Finland

ストラートデザイン大学
国立工業工芸大学(パリ工科大学)

清華大学

China

韓国科学技術院
弘益大学校

Korea

Taiwan

ディーキン大学

Australia

ユタ州立大学
United States

グアダラハラ大学
Mexicoミラノ工科大学

Italy

ボルドー・モンテーニュ大学

ブランデンブルク工科大学
　コットブス・ゼンフテンベルク校

Germany

パリ・サクレー大学

France

ガジャマダ大学
Indonesia

ペルー・カトリカ大学
Peru

サラマンカ大学

パリ第８大学

本冊子
紹介番号  協定校 国名  筑波大学協定元 　連絡調整責任者（芸術系）

1  フィレンツェ国立美術学院 イタリア  芸術系部局間協定 　星 美加
3  ミラノ工科大学 イタリア  大学間協定（芸術系主管） 　李 昇姫
2  ストラートデザイン大学 フランス  芸術系部局間協定 　小山 慎一
10  国立工業工芸大学 ( パリ工科大学 ) フランス  芸術系部局間協定 　山中 敏正
ー  パリ・サクレー大学 フランス  大学間協定（芸術系主管） 　山中 敏正
ー  ボルドー・モンテーニュ大学 フランス  大学間協定（人文社会系主管） 　山中 敏正
ー  パリ第８大学 フランス  大学間協定（人文社会系主管） 　林 みちこ
4  バルセロナ大学 スペイン  芸術系部局間協定 　山本 早里
ー  サラマンカ大学 スペイン  大学間協定（人文社会系主管） 　上北 恭史

5  ブランデンブルク工科大学
 （コットブス・ゼンフテンベルク校） ドイツ  大学間協定（芸術系主管） 　上北 恭史　

6  アイントホーフェン工科大学 オランダ  芸術系部局間協定 　李 昇姫
7  デルフト工科大学 オランダ  芸術系部局間協定 　李 昇姫
8  スウェーデン王立美術大学 スウェーデン  芸術系部局間協定 　田島 直樹
9  ヘルシンキ芸術大学美術アカデミー フィンランド  芸術系部局間協定 　田島 直樹
11  韓国科学技術院 韓国  大学間協定（芸術系主管） 　李 昇姫
12  弘益大学校 韓国  大学間協定（システム情報系主管） 　花里 俊廣
13  国立台湾科技大学 台湾  芸術系部局間協定 　山田 協太
14  国立台湾芸術大学 台湾  芸術系部局間協定 　太田 圭
15  ホーチミン市美術大学 ベトナム  芸術系部局間協定 　水野 裕史
ー  ガジャマダ大学 インドネシア  大学間協定（システム情報系主管） 　上北 恭史
16  中央美術学院 中国  大学間協定（芸術系主管） 　小山 慎一
17  中国美術学院 中国  芸術系部局間協定 　菅野 智明
ー  清華大学 中国  大学間協定（システム情報系主管） 　上北 恭史
18  ユタ州立大学 米国  大学間協定（生命環境系主管） 　McLeod Gary Roderick
ー  グアダラハラ大学 メキシコ  大学間協定（生命環境系主管） 　山中 敏正
ー  ペルー・カトリカ大学 ペルー共和国  大学間協定（人文社会系主管） 　花里 俊廣
19  ディーキン大学 オーストラリア  大学間協定（生命環境系主管） 　吉田 正人






































