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国境や言語の壁を超えるのが美術

創立当初から備わる国際性
美術・デザインの分野を網羅した
日本最大級の美術系大学として︑我
が国をリードする武蔵野美術大学︒
前身である帝国美術学校︵１９２９
年創立︶の時代から︑外国人留学生
を積極的に受け入れてきたことでも
知られる︒そんな武蔵野美術大学が
取り組むグローバル教育とは︑どの
ようなものなのだろうか︒﹁そもそ
も︑芸術とは国を越えるもの︒絵画
やデザインなど︑美大が扱う分野に
は︑言語を超えて理解し合えるとい
う特徴があります﹂
そう語るのは︑同学のグローバル
教育を牽引してきた長澤忠徳学長だ︒
﹁ただし︑作品を制作した意図を解
説したり質問したりするためには︑
語学力が必要です︒そこで本学が充
実をはかっているのが︑英語をはじ
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決定権を持つ人物と折衝することが
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■大学DATA
【学部】造形学部：日本画学科／油絵学科（油絵専攻、版
画専攻）／彫刻学科／視覚伝達デザイン学科／工芸工業
デザイン学科／空間演出デザイン学科／建築学科／基礎
デザイン学科／映像学科／芸術文化学科／デザイン情報
学科（1学部11学科） 造形学部通信教育課程
【大学院研究科】
大学院造形研究科：修士課程／博士後期課程
【学生数】
7,000人（2015年5月1日／通信教育課程・大学院を含む）
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課題に取り組む﹁インタラクティ
ブ・イノベーション﹂︒長澤学長が
手がける全て英語の授業の一つだ︒

ない学生︑英語はできるが日本語は

しかし私は︑美大で教育を受けた学
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い価値︵ Value
︶を発見していく面
白さがあります︒留学を考えている

アピールすることができる。さらに、映像学科やデ
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学生に︑特に評判がいい授業です﹂

﹁英語が得意な学生︑それほどでも

美大で培った能力は︑社会の

文化背景を持つ学生や留学生が集い︑ を育成したいと考えています﹂

中でも独特なのが︑異なる言語や

られるのは︑プレゼンテーション能

海外の教育機関と連携して実施する「国際交流プロジェクト」。
（チェコのトマスバタ大学との工芸交流プロジェクト）

さまざまな資質を持った学生に︑そ

やコンクール、地域での活動など高校時代の経験を

流プロジェクトや海外からの訪問教
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を完成させる︑アクティブラーニン
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で培われた全人格的な能力︑これら

の受験が可能だ。また公募制推薦入試では、クラブ

海外で活躍する卒業生も多い同学

などの5学科では、センター試験の指定科目のみで

の門戸は開かれている︒

入試方式を用意。例えば建築学科や芸術文化学科

全てを兼ね備えているからです﹂

九州

美術大学では、受験生の特性に合わせたさまざまな

だが︑これからの日本で大切なのは

中 国・四 国

「美大という存在も、教育内容もグローバル」
と語る長澤忠徳学長。

授制度など︑国際的な環境に接する

近畿

1校
・ミラノ工科大学デザイン学部

多 様 な 資 質 の 学 生 を 受 け 入 れ 、さ ら に 発 展 を 。
門性を持った人材が不可欠といえる。そこで武蔵野

機会を豊富に用意しています﹂

東 海・北 陸

チリ 1校
・チリ・カトリック大学
DUOC財団設立専門機関
イタリア

TEL. 042-342-6041
1校
・アントワープ王立美術学院
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1校
・パリ国立高等美術学校

http://www.musabi.ac.jp/

国際センター
〒187-8505 東京都小平市小川町1-736
ベルギー

関 東・甲 信 越

アートやデザインなどの文化の発展には、多様な専

台湾 2校
・国立台湾芸術大学
・実践大学
フランス

グ ロ ー バ ル人 材 育 成 に お ける 強 み に

得意な科目、高校時代の活動……
さまざまな資質を問う入試を実施

オーストラリア 1校
・ロイヤルメルボルン工科大学
シンガポール 1校
・ラサール・カレッジ・オブ・アート

アメリカ 3校
・シカゴ美術館附属美術大学
・プラット・インスティテュート
・ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン
インド 1校
・インド国立デザイン大学

美 大 にもともと あ る 国 際 的 な 環 境 が
NEW CHALLENGE

インドネシア 1校
・バンドン工科大学
1校
・香港理工大学設計学院
2校
・ケルン・インターナショナル・
スクール・オブ・デザイン
・ベルリン芸術大学

香港

ドイツ

MUSASHINO ART UNIVERSITY
フィンランド 1校
・アールト大学美術デザイン建築学部

韓国 2校
・弘益大学校
・東西大学校
デンマーク 1校
・デンマーク王立芸術アカデミー
建築学部
イギリス 4校
・ノッティンガム・
トレント大学芸術・デザイン学部
・ロンドン芸術大学
・グラスゴー美術学校
・レディング大学

武蔵野美術大学
経済社会の発展を
牽引するグローバル人材
育成支援

中国 6校
・中国美術学院
・上海戯劇学院
・上海視覚芸術学院
・中央美術学院
・清華大学美術学院
・広州美術学院
スウェーデン 2校
・スウェーデン国立芸術大学
・コンストファク/スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学

32大学
武蔵野美術大学の国際交流協定校 18の国と地域

