
（年間6,000～10,000ユーロ）。私立の教育機関の教育課程の利点と
しては、学生が完全に近いポートフォリオを作成することを学び、フ
ランス語に慣れ親しみ、以下に挙げるような高レベルの入学試験に
備えることができることが挙げられます。l’ENSAD (École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs), l’École Nationale Supérieure 
des Beaux- Arts, l’École des Métiers de l’Image, l’École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle, l’École Supérieure des Arts 
et Techniques, les Écoles des Beaux-Arts en région, les Écoles 
Nationales d’Architecture, l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre

École Supérieure d’Arts Appliqués BOULLE : www.ecole-boulle.org
国民教育省の管轄する学校です。入学願書は学校に請求して取り
寄せます。取得を希望する学位に応じて様々なコースの募集が行
われており、インテリアアーキテクチュア・家具デザイン分野では
DSAA（Diplôme supérieur d’arts appliqués）まで取得することが可
能です。
École Professionnelle Supérieure d’Arts Graphiques et d’archi-
tecture EPSAA : www.epsaa.fr 
パリ市立の教育機関です。入学願書は学校に請求します。グラフィッ
クアートコースの出願期限は3月です。
Camondo : www.ucad.fr/ecole_camondo/ 
Union des Arts Décoratifsの管轄する私立の教育機関です。分野別フ
ァイル「Designデザイン」をご覧ください。
École Supérieure des arts et techniques ESAT : www.esat.fr 
私立の教育機関で、バカロレア取得後面接および書類審査を経て入
学が認められます。インテリアアーキテクチュア・装飾分野は4年、グ
ラフィックアート・イラスト分野は3年のコースとなっています。

École Supérieure ESTIENNE des Arts et Industries Graphiques : 
www.ecole-estienne.fr/ 
国民教育省の管轄下にあり、取得を希望する学位によって入学難易
度は様々です。エティエンヌ校では印刷デザインやコミュニケーショ
ン芸術・技術分野のDSAAのコースが設けられています。入学願書は
学校に請求し取り寄せます。
École Supérieure d’Arts Graphiques et d’Architecture Intérieure 
PENNINGHEN : www.esag.fr
私立の教育機関で、バカロレア取得後入学試験を経て入学できま
す。準備課程1年を含む5年制のコースが設けられています。グラフィ
ックアート科、インテリア建築科が設置されています（前者のディプ
ロムは認可申請中、後者はNiveau II と認可されています）。
Institut Européen de Design de Toulon : ied.var.cci.fr/ 
商工会議所付属の私立教育機関で、Bac+2で入学資格が認められ、 
2年間で製品デザインやグラフィックデザイン・マルチメディアを扱
うコンセプトデザイナーの学位を取得できます。イギリスのSalford 
Universityと協定を結んでいます。

 
École Supérieure des Arts Appliqués DUPERRÉ : 
www.duperre.org/P01_Accueil.htm 

芸術工芸／応用芸術

芸術工芸と応用美術の2つの分野は
類似していますが、芸術工芸の教育
を受けた若者は卒業後、専攻分野に
応じて家具製作、木工彫刻、タペスト
リー・宝石細工・刺繍などのアトリエ
で職人として働くのに対し、応用芸術
を学んだ学生はインテリアアーキテク
チュア（装飾、家具など）、ビジュアルコ
ミュニケーション（グラフィックアート、
出版、広告など）、ファッションアート 

（テキスタイル 、ファッションデザイ
ン）などの分野で活動する研究所や
機関への就職が可能となります。芸術
工芸の教育は通常、バカロレア受験
前の中等教育段階で始まります（職
業高校、専門学校など）。芸術工芸の
教育課程は短く、多くの場合バカロレ
ア＋2年の段階で修了し、その後応用
芸術教育が始まります。同一の教育
機関内に設けられたより上の課程で
応用芸術教育が行われる場合もあり
ます。

ファッション、インテリアアーキテクチュア、ビジュアルコミュニケーション・・・

応用美術 Arts appliqués

インテリアアーキテクチュア、装飾など

テキスタイル、ファッションデザイン、環境

芸術工芸の教育課程を検索する場合、SEMA（Société d’En-
couragement aux Métiers d’Art 芸術工芸推進協会）のサイトに
600以上の教育課程が掲載されています。データベース内にはこ
れらの教育に関する有益な情報が揃っています。短期の教育課
程で、大多数は職業実習と並行して学ぶ形となっています。
www.metiersdart-artisanat.com 
応用芸術の教育課程は、Brevet de technicien supérieur(BTS)
また は 同 等 の 資 格 取 得 を 希 望 する場 合 は バ カロレア＋ 2
年、Diplôme d’art（またはDiplôme supérieur d’art）の取得を希望
する場合は3～5年、学業を継続する意思がある者を対象として
います。高度なレベルの学位は通常、専攻分野を問わず、文化省
管轄のEcole d’artで取得することができます（「Arts plastiques」、 

「Patrimoine」、「Design」の分野別ファイルを参照）。ここでは
公立・私立を問わず、応用美術分野の教育課程の主な方向性
や主要な専攻分野を考慮し、主な学校のみを紹介しました。十
分なフランス語の知識が求められており、特に授業料が無償
で、一般的にレベルの高い教育・学位を提供し、厳しい入学試
験が課せられる公立の教育機関では特に高い水準のフラン
ス語力が必要です。私立の教育機関では数々の付加的サービ
スが用意されていることも多くありますが、授業料は有償です 

出版、グラフィックアート、コミュニケーション 



国民教育省管轄の公立の教育機関で、3年制のコースが設けられて 
います。
École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile de Roubaix 
www.esaat-roubaix.com 
公立の教育機関で、Diplôme d’arts appliquée (Bac+2)を取得した 
者が出願できます。2年間でテキスタイルデザイナーDSAAの取得に 
向けた教育を行っており、願書は学校のサイト上で入手可能です。
École Nationale Supérieure des Arts et Industries textiles ENSAIT 
http://www.ensait.fr 
公立のエンジニア系グランゼコールで、Bac+2以上に相当する科学分
野の学位保持者のみ入学できます。入学試験が実施されます。
École Supérieure des Arts Appliqués de Bourgogne 
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr/%20LeSiteEsaab/pages/esaab.htm 
公立の教育機関で、Bac+2以上のDiplôme d’arts appliquésを取得し
ている者に入学資格が認められます。学校のサイト上で願書を入手 
できます。インテリアアーキテクチュア、ビジュアルコミュニケーション、 
産業デザイン専攻のデザインクリエイターのDSAAを2年で取得する
準備を行います。
La Martinière : www.ecoles-arts.com/14/1423/1423.htm 
Bac+2以上のDiplôme d’arts appliquésを取得している者に入学資格
の認められた公立の教育機関で、2年間でテキスタイルデザイナー・ク
リエイターのDSAAを取得するコースが設けられており、願書は学校
のサイト上で入手できます。本学校ではインテリアアーキテクチュア、
ビジュアルコミュニケーション、産業デザイン専攻のクリエイター・デ
ザイナーDSAAの取得準備コースも設けられています。
Institut Français de la Mode IFM : www.ifm-paris.org 
産業省管轄の団体で、Bac+4の学位を有する者を受け入れており、テ
キスタイル・ファッションマネジメントならびにファッション創作という
大学第三課程相当の2つのプログラムが設けられています。Niveau I  

（大学院相当）またはMaster of Scienceの学位が付与されます。フラ 
ンス語および英語で教育が行われ、当学院は蘇州（江蘇省）のCentre 
franco-chinois des métiers de la modeの創設に関わりました。
École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne 
www.modeaparis.com/vf/ecoles/ 
3年制のコースを設けた私立の教育機関で、デッサンから服飾製作 
まで扱っています。バカロレア取得後に志願可能で、面接による選考
が行われます。
Mod’Art International : www.mod-art.org 
私立の教育機関で、バカロレア取得後に進学できる3年制のファッショ
ンデザインコースや、Bac+2で進学できる2～3年制のファッションマ
ネジメント専攻コースを開設しています。本学校は上海大学にインダ
ストリアルデザインの課程を開設しました。

École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers 
d’Art (ENSAAMA) Olivier de SERRES : http://www.ensaama.net 
公立の教育機関で、募集方法は取得を希望する学位によって異なりま
す。3年間でインテリアアーキテクチュア、ビジュアルコミュニケーショ
ン、産業デザイン専攻のクリエイター・デザイナーDSAA取得に向けた
準備を行います。
École Supérieure de la Communication visuelle : www.ecv.fr 
ボルドー、パリ、エクサンプロヴァンス、ナントにキャンパスを持つ私
立の教育機関です。準備課程にはバカロレア取得後に入学可能で、 
3年制の上位の課程に進学する際には入学試験を受けます。Niveau II 
相当の学位が授与されます。
École Maryse Eloy : www.ecole-maryse-eloy.com
私立の教育機関で、グラフィックデザイン・マルチメディア、出版、広告
の教育課程が設置されています。教育課程は4年制で、Niveau II 相当
の学位が授与されます。

CREAPOLE ESDI : www.creapole.fr 
インテリアアーキテクチュア、ファッション、デザインなど、応用芸術の
大部分の領域をカバーする5年制のコースが設けられた私立の教育
機関です。バカロレア取得後に志願可能で、進路決定試験が実施され
ます。重点的に実施される語学の授業をはじめ外国人学生向けの便
宜が数多く図られています。分野別ファイル「デザイン」をご覧ください。
Institut Supérieur des Arts Appliqués LISAA : www.lisaa.com
ファッションやテキスタイルデザイン（2年制）、グラフィックアート、イ

ラスト、インターネット（2～3年制）、インテリアアーキテクチュア・デザ
イン（3年制）を専攻できる私立の教育機関です。バカロレア取得時点
で出願でき、面接および書類審査が行われます。Niveau III（学士レベ
ル）相当のディプロムを取得できます。
École Supérieure des Arts Modernes ESAM design :  
www.esamdesign.com
私立の教育機関で、バカロレア取得者が進学可能で入学時に面接試
験が行われます。インテリアアーキテクチュアまたはビジュアルコミュ
ニケーションを専攻する3年制のコースが設けられています。
Écoles de Condé : www.ecoles-conde.com
通常3年制のコースの設けられた私立の教育機関で、BTS取得を目指す
コースや、芸術系グランゼコール進学の準備課程が設置されています。
Institut Supérieur des Arts, IESA : www.iesa.fr 
芸術関連マーケット、文化・イベント・マルチメディア関連職種をター
ゲットとした教育を行う欧州規模の学校グループに属する私立の教育 
機関で、パリ、ロンドン、フィレンツェ、ブリュッセルで3年のコースを 
受けることができます。英語・フランス語で授業を実施しています。

 
Écoles d’arts appliqués Boulle、Duperré、Estienne、l’ENSAAMAの4校
には、Bac+2またはBac+3レベルの外国人学生対象の共通の受け入
れ制度が整備されています。
ポートフォリオおよび履歴書に基づき学生の受け入れが決まります。
合格した場合、6～12か月の間上に挙げた4校のうち1校で学ぶことが
できます。受講した講義の種類や時間数、指導教師による評価を記し
た証明書が授与されます。受入条件については、以下のサイトをご覧
ください。
http://perso.wanadoo.fr/esaaduperre/Sections/classe%20internationale.htm 

文化関連企業の経営に関する修士課程を設けている大学は数多く 
あります（分野別ファイル「Management経営学」を参照）。その中で、
ファッションの専門課程を開設している大学は少なくとも2校あります。
Université Lumière Lyon II 
www.univ-lyon2.fr 
master « mode et création » 　Bac＋4相当。
Université de Marne-la-Vallée 
www.univ-mlv.fr 
DESS gestion des industries du luxe et des métiers de l’art。入学にあ
たってはBac＋4の学歴が最低限必要です。

　役に立つリンク 
芸術／応用芸術分野の大学教育課程
www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/ 
AFAAの発表する記事をご覧ください。オンラインで公開されている 
ほか、Documentation Française（フランス政府刊行物センター）が 
配布しています。
www.afaa.asso.fr 
www.ladocfrancaise.gouv.fr 
ファッションに関するサイト
www.modefashion.net 
www.modeaparis.com 
検索エンジン 
www.cndp.fr/accueil.htm 
www.metiersdart-artisanat.com 

ビジュアルコミュニケーション、空間デザイン 

インターナショナル・コース

ファッションに関する大学・修士課程の教育課程

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/

総合専門学校


