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高等美術専門学校を卒業した場合の就職先
は幅広く、広告、グラフィック、出版、ビデオ作
品の企画と製作、マルチメデイア、デザイ ン
や建築の調査と実施、装飾、美術作品の修
復、教育などがあります。また、画家、彫刻家、
ビデオ作家、写真家等、フリーのアーティスト
も多く輩出しています(Campus Franceの
サイト内専門分野の項目をご覧ください)。
フランスには1,000校を越える美術専門学校
があり、公立美術高等学校や私立の美術学
校ネットワークに所 属しています。これらの
学校では、バカロレアか同等の学位を取得し
ているこ と と 、作品のポートフォリオの提出
が入学応募条件になっています。
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication(文化通信省)は、58校の公立高等
美術専門学校を教育優良ネットワークとし
て管轄しています。入学には選抜試験が行
われ、コースの修了後には国の認定を受け
た国家資格が交付されます。私立学校にお
いても、入学には選抜試験または面接が行
われ、 コース修了後には、全国職業資格総
覧(Répertoire National de Certifi cation 
Professionnelle)へ登録されたディプロム(国
による公式な評価を受けた資格)を取得する
こと もできます。 公立私立を問わず、どの学
校もフランス人学生と同じ基準で外国人留
学生を受け入れています。

入学条件

公立の高等美術学校1年次への入学は選抜試験によって決
定されます。限られた定員数に対して志願者数は非常に多
く、競争は大変厳しいと言えるでしょう。また、一般的に、面
接試験に備え、1~2年間、美術学校準備コースを履修しま
す。入学試験の成功は、制作計画の内容とフランス語によ
る表現力、そして試験官を納得させる能力にかか っていま
す。応募条件として、年齢制限が設けられている場合もあり 
ます。登録申請は、前年度の1学期末頃までに志望校へ提
出することが求められているため、事前に自分が希望する
学校のサイトを検索し、関連資料をダウンロードし、試験日
程等を把握しておくことが必要です。国立美術大学長協会

(Association Nationale des Directeurs d’écoles d’art)のホー
ムページ(www.andea.fr)には、文化省管轄のネットワーク58校
の情報が記載されています。フランス全土に公立の美術学校
があり、学生は履修期間中に学校を変更することもできます。
授業料は無償(年間約200€の社会保険と300€の諸費用を除
く) です。 
私立の美術学校については授業料、質ともに幅があります。有
名私立校では選抜試験が実施される場合もありますが、多く
の場合は、書類専攻と面接で受入れが決定します。私立の美術
学校の多くは、1年次 を入試のための準備コースとしており、
学生のその後の進路は、公立学校への編入、または同じ学校
でのカリキュラムの継続のいずれかに分かれます。授業料は
年間5,000~10,000€と様々です。私立の高等教育機関の中に
は、通常学生が享受できる全ての権利(学生食堂、 社会保障、
住宅補助等)を享受できるというわけではありませんので、注
意が必要です。学校によっては、学生証が映画館の入場割引以
外には特別な待遇につながらない、といったこともありますの
で、予め情報を得ておくようお勧めします。

カリキュラムの編成

国立・地方立に関わらず、公立の高等専門美術学校のカリキュ
ラムはLMDシステムに沿って構築されています。1年間の共通
準備学級の後に2年間の第1課程を修了した場合、DNAT
(Diplôme National d’Arts et Techniques、Bac+3、グラフィ
ックデザイン、空間デザイン、プロダクトデザインのいずれか
を選択)か、あるいは DNAP(Diplôme National d’Arts Plas-
tiques、Bac+3)の取得が可能です。そして、「projet」と呼ばれ
る第2段階としてさらに2年間を修了すると、DNSEP(Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique、Bac+5、Master
相当の認定が検討中)が交付されます。美術、デザイン、コミュ
ニケーションの3つが選択可能です。全ての学校で3つのオプ
ションの全科目があるわけではありませんが、学生は各学年・
課程の必要単位数を取得すれば他の学校で学ぶことができま
す。文化省が管轄する60の専門教育機関での取得可能なこれ
らの国家資格は、国の認定を受けています。多くは学生数が
200名以下の小規模校で、グループ製作と個人のプロジェクト
とが交互に行われます。教授陣は、美術史や人文科学などの理
論領域の専門家と、ハイレベルの研究者でもあるアーティスト
ら多数のメンバーで構成されています。また、4年次での研修
が必須となっているコースも多く、場合によっては研修を海外
の美術学校で行います。このようにフランスの美術専門学校
は、世界各国や未来のクリエーターたちとの交流に開かれた、
グローバルでありながら普遍的な教育を目指し、あらゆる美術
表現領域とメディアを相互に結び付けています。 私立の美術
学校が交付する資格や修了証を評価し、比較を可能にするた
め、Commission Nationale de Certifi cation Professionnelle  
(国立職業資格委員会)(www.cncp.gouv.fr)により、RNCP(全国
職業資格総覧)が作成され、卒業生の就職状況をもとに1~5



　　ディプロムや専攻に関する情報を
　　CampusFranceのサイト上でご覧いただけます。

CampusFranceのサイトにある高等教育機関検索エンジンで学士課程から博士課
程にいたる高等教育機関で受講が可能なコースを検索することができます。
campusfrance.org > Trouvez votre formation

学士～修士課程: 課程ごとに分かれた検索エンジン、分野別、専攻別にコースの検索
が可能
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

博士課程: Ecoles doctorales の検索エンジン
www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm

CampusBourses: 奨学金検索エンジン
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/

のレベ ルに資格が分類されており、Master相当の公式認証
が待たれている公立高等美術学校(écoles supérieures d’art 
publiques)が交付するDNSEPは、レベル1に分類されていま
す。
ごく一部の、フランスの大学との協定に基づいて交付される
共同学位を除いて、いかなる私立学校もMaster(言葉自体が
世界中に知られているため、とりわけ人気が高い)を交付する
ことはできません。一般的に私立学校はプロの世界ですぐに
即戦力となる教育を目指しており、 雇用市場と緊密な関係に
あります。
また、多くは修業年限が短いのですが、近年ではLMDシステ
ムに倣い、延長する傾向にあります。私立の学校は卒業生や
企業のネットワークを展開し、研修や卒業後の就職活動に活
用しています。
留意点1:RNCP(全国職業資格総覧)に登録されていない私立
の学校の教育は質についての国家認定を受けていませんの
で、ここでは記載していません。 同様に、学生支援(社会保険・
相互保険、学生食堂・住宅紹介、住宅補助)へのアクセスが許可
されない学校独自の学生証明証を交付する私立学校もここ
では記載していません。
留意点2:応募申請期限に注意してください!! 専門学校、大学
ともに、受験生への回答を迅速に行うため、入学願書の提出
期限を早める傾向にあります。11月には関係資料をダウンロ
ードし、入学試験日程を把握しておきましょう。

主な教育機関

• École Nationale Supérieure des Beaux-Arts / ENSBA, PARIS: 
入学条件はフランス人学生と外国人留学生ともに同じです。バカロ
レア取得者であり18歳以上24歳以下であること、2年次については
26歳以下であること、作品提出と試験による仮入学許可。  
 www.ensba.fr
修業年数は5年で、理論教育(美術史、美学、美術分析、美術史・美術理
論、人類学・歴史、映画、文学)と技術教育(形態学、絵画技法、建築、塑
像、彫刻鋳造、彫刻や版画の彫り、金属鋳造、リトグラフ、シルクスクリ
ーン、フレスコ、彫刻、ステンドグラス、写真、情報・デジタル工学技術
等)を行います。
« La Seine »という、フランスと海外の若手アーティストを対象とし
たプログラムは、毎年選抜された6名が、すでに取り組みを始めてい
る芸術活動を展開させるのに必要な手段を与えられ、探求、批評、実
験を試みながら2年にわたって創作活動を行うというものです。詳細
及び登録関連資料については、サイトwww.ensba.frをご参照くださ
い。
プログラムへの応募は、Master、あるいは同等の学位を取得後少な
くとも一年経過していること、外国人の場合は高度なフランス語学
力の習得が条件になっています。採用にあたって作品の予備選考が
行われ、選抜された候補者は、美術界の識者によって構成された選
考委員との面接を受けます。

• École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs/ENSAD:
www.ensad.fr

• École Nationale Supérieure de Création Industrielle/ENSCI/
Les Atelier : www.ensci.com 「デザイン」の分野別資料をご参照く
ださい。

• École Nationale Supérieure de la Photographie, ARLES
応募資格はBac+2で、選抜試験によって受入が決定します。全課
程3年を修了後、diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Photographieが交付されます。
ENSPは、専門知識の伝承と、職業的ニーズに応えることのできる、
研究者またはクリエーターとしての映像のプロを養成します。正確
な写真技術の習得と理論的考察の二点を追求します。夜間の特別講
座や、研修旅行、国際交流も実施しています。www.ensp-arles.com
Programmes « résidents » : 自国にてすでに写真分野での学位を
取得している外国人学生を対象に、創作の探求と完成を目指す1
学期から2学期間のプログラムです。各学生のプロジェクトの完成

に向けて、あらゆる技術指導と手段が提供されます。尚、このコース
は有料であり、また、国家資格の交付はないという点にご注意くださ
い。www.ensp-arles.com

• Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains, TOUR-
COING:芸術、映像、音響分野の教育・研究・創作を網羅するTourcoing
市にある教育機関。高等教育の課程を既に履修している学生や若手
アーティストが学び、教員として招聘されたプロのアーティスト達の指
導のもとに、2年間のコースで、新しいプロジェクトの創作を行ってい
ます。応募資格は35歳以下で、4年間の高等教育を修了しているか、
プロとしての4年間の芸術活動があることが条件となります。
選抜試験は、受験者の選択によってフランス語か英語で行われま
す。www.lefresnoy.net
Le Fresnoyは「学校」としては特殊な機関であり、いわゆる教育という
よりは、むしろ映像に関する芸術研究の場であるといえます。

国立・公立の学校とその専門分野
60に及ぶ美術専門学校では、ひとつの学校においてすべての専攻分
野の履修ができるというわけではありません。各校それぞれに、美術、
グラフィックデザイン、ビデオアート、コンテンポラリーアート、コミュ
ニケーションといった専門分野があります。高等美術専門学校各校の
詳細と入学試験の日程、連絡先等に関しては、Association nationale 
des directeurs d’écoles d’artのホームページ(www.andea.fr)をご参
照くさだい。

大学
学生の求める美術教育が芸術創造の習得、いわゆる創作活動を
《行う》ことであるならば、その本質を学ぶ場所は美術専門学校(公
立・私立)であると言えます。しかし、大学のなかでも、実践に重点を
置いた芸術教育を行っているところもあり、パリ地域の例を挙げる
と、Université Paris 8 Saint Denis(www.univ-paris8.fr)、Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne(www.univ-paris1.fr UFR 03 et 04)、 
Université Paris Est Marne la Vallée(www.univ-mlv.fr)などがありま
す。
一方で、大学の芸術教育の専門性は、美術理論、芸術史、美術マネージ
メントの実用に《貢献する》する人材の育成です。その意味からも、フ
ランスの大学は、美術評論家、展覧会コミッショナー、美術記者、文化
施設管理者などいわゆる《美術の橋渡し役》となる職業を目指す者の
期待に大いに応える教育を行っています。

役に立つリンク

• www.campustart.org : Campus France―フランス政府留学局が
窓口となっているオンライン一括応募申請システム。CampusArtの
サイトでは、フランス美術大学・学校への留学の詳細情報を調べるこ
とができます。このシステムを通しての教育機関への応募申請は、11
月～2月となっており、応募には条件があります。
• www.culture.fr : フランス文化省
• www.culture.gouv.fr : フランス文化省が管轄する学校の情報のダ
ウンロードが可能です。
• www.ecoles-arts.com : フランス語圏の美術学校
• www.cnap.fr : Centre National des Arts Plastiques
• blog.cneea.fr : Blog de l’association nationale des ensei-gnants 
d’écoles d’art(国立美術学校教育協会のブログ)


