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舞台芸術の様々な分野の境界はどんどん薄く
なりつつあります。馬術とダンス、音楽とサーカ
スの全てを融合させたBartabasのスペクタク
ル、Zingaro。人と共に馬が演じる劇団Centaure
のマクベス。アクロバットと詩を融合させたLes 
Arts Sauts・・・。分野間の境界が薄くなっている
ことを受け、Ministère de la Culture et de la 
Communication(文化通信省)では、様々な方
向性を持つ舞台芸術を、DMDTS (Direction de 
la Musique, de la Danse, du Théâtre et des 
Spectacles)の管轄下にまとめることに決定しま
した。舞台芸術分野のもう一つの特徴は、就職を
探すのが困難であるにも関わらず、個人レッスン
や短期講習が増加傾向にあることです。演技者・
技術者を目指すに関わらず、個人や短期の講習
は年々増え続けています。この分野では就職口
の多くが技術職・アーティスト・制作側の職種も含
めて、慣習的にコネクションによって決まっていく
ことに要因していると言えるでしょう。 なおかつ、
学校で取得した資格よりも、国内及び国際的なコ
ンクールでの受賞歴の方がものを言う舞台芸術
の世界では、高等教育機関で取得した学位は、フ
ランス国内の中学や高校の教員の就職口を除い
てはあまり意味を持たないことも、強い関心を持
つ留学生が少ないことの理由と言えます。
ダンスの分野では、常に若い年齢から養成が始ま
り、ダンサーが18歳から20歳までには一通りの
教育を完 了しているため、大人向けには、振付、
振付記譜法、更に技術を磨くための短期セミナー
などに絞られてきます。音楽については、既に演
奏経験のある者や、プロの演奏家達に認められた
自らの才能をさらに伸ばしたいと希望する者が、
フランス国内外で開催されるマスタークラスへ
の参加を経て、音楽専門学校や国立高等音楽学
校への入学を認められます。入学試験は常に
オーディション形式で行われ、年々、より多くの留
学生、特にアジアからの留学生が高等音楽院に
合格しています。演劇では、フランス語を自由に
操ることが必須となります。

音楽専門学校・国立高等音楽院

Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Lyon
www.cnsmd-lyon.fr
Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris
www.cnsmdp.fr
修業年限 : 4年
受験形態 : 選抜試験
ダンスのコースは18歳未満が対象。振付記譜法の修業年限は
2年で、21歳以上を対象として選抜試験を行います。
音楽部門はジャズ、音楽学、声楽、器楽等の7つの学科で構成
されます。学科により26歳未満から30歳未満を対象として選
抜試験を行います。
パリでは、音楽音響科(修業年限4年・選抜試験有り)が開設され
ています。学生総数の18%が外国人学生です。マスタークラ
ス、学生間や教師間交流などの協定が30を越える諸外国との
間に締結されています。リヨンのダンス部門は、ヴェトナム、韓
国、中国などのアジア諸国、及びカナダやコロンビアにおいて
舞踊学校創設支援に協力しています。

École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot
www.ecolenormalecortot.com
修業年限 : 入学時のレベルに拠る
受験形態 : 選抜試験。年齢制限なし
Alfred Cortot―アルフレッド・コルトーが1919年に創立した私
立の教育機関。国(文化省)の認定を受けており、比較的良心的
な学費(クラスによって1500~2500€)で質の良い教育を行うこ
とで知られて います。
学生数1200名のうち400名が外国人学生です。名古屋、ロー
マ、カサブランカ、アテネで講座を行っています。

Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique de 
Paris
www.cnsad.fr
修業年限 :3年
受験形態 : 18歳から24歳を対象とする選抜試験
入学条件として特に学位を求めていませんが、入学希望者は
あらかじめ演劇のプロの責任のもとに最低1年間の専門教育
を受け、入学希望に対する指導者の保証を得ていなくてはな
りません。各学年に約30名が在籍しています。 毎年、出身国政
府もしくはそれに準じる機関からの給費奨学金を受給してい
て、演技教育を受けている21~27歳までの外国人留学生数名
を研修生として受け入れています。

École Supérieure d’art dramatique du Théâtre National 
de Strasbourg
www.tns.fr

音楽、ダンス、演劇、サーカス芸術、大道芸…



修業年限 : 3年
受験形態 : 3年に2回のペースで選抜試験が行われています
(2007年及び2008年)。 バカロレア、あるいは同等の資格を要
します。学生は、演技、舞台制作、舞台美術・衣装、演出・演劇論
の4学科に属し、ともに学びます。演劇分野の経験要。27歳未
満が対象。資料は同校ホームページにてダウンロードし、参照
してください。

École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre (Lyon)
www.ensatt.fr
修業年限 : 3年または4年
受験形態 : 25歳未満を対象とする選抜試験
Comédiens, scénographes, costumiers, réalisateurs 
lumière, réalisateurs son, administrateurs du spectacle 
vivant,　écrivains dramatiques, directeurs techniques, 
metteurs en scène の9学科が開設されています。 終了後に
取得できる学位はBac+5に相当します。フランス語を流暢に
話し、書くことが求められます。国民教育省が管轄する公立教
育機関です。

地方立の芸術教育(演劇、音楽、舞踊)

フランスに145校ある地方音楽院や、音楽・舞踊学校の使命
は、自国の若者への芸術教育と愛好者としての実践を深める
指導にあります。 モンペリエ、パリ、ボルドー、リヨンの演劇科
を除いて、プロ養成の高等教育学位を交付する課程は開設さ
れていません。
www.cite-musique.fr/francais/

音楽・演劇・ダンス

École du Théâtre national de Bretagne
www.t-n-b.fr
修業年限 : 3年
受験形態 : 17歳から26歳を対象とする選抜試験
約15名の生徒に対して、授業料無償、学生の身分保証、奨学
金の可能性がありますが、他の多くの教育機関と同じく、就業
している場合その対象とはなりません。

École du Théâtre national de Chaillot
www.theatre-chaillot.fr
修業年限 : 3年
受験形態 : 17歳から26歳を対象とする選抜試験
16名に授業料無償、学生の身分保証、奨学金の可能性があり
ます(週26時間)。

École du Centre dramatique national de Saint-Étienne
perso.wanadoo.fr/comedie.saintetienne/ecole.html
修業年限: 3年(週約50時間)
受験形態 : 18歳から25歳を対象とする選抜試験合格者10名
は、毎年サンテティエンヌ演劇祭に参加します。修了時に国家
資格が交付されます。応募関連資料についてはホームページ
を参照し、願書返送締切日に注意してください。

École régionale d’acteurs de Cannes
www.cannes.fr/francais/theatrefr.html
修業年限(必須) : 3年
政府の定める plate-forme de l’enseignement supérieur 
d’art dramatique(演劇高等教育基本方針)調印校8校のうち
の1校。授業料無償、奨学金制度があります。Diplôme natio-
nal de comédienが交付されます。

Centre National de la Danse Contemporaine 
d’Angers(CNDC)
www.cndc.fr
18歳から24歳までの若いフランス人学生と外国人学生を対象
とする現代舞踊振り付けコース(2年)。
ダンスの高い能力を持ち、振付の造詣のあることが求められま
す。受講開始時にフランス語の会話を解し、英語の素養がある
ことが必要です。修了時にdiplôme d’études supérieures du 
CNDCが交付されます。
Programme ESSAIS(振付家養成コース): 20歳から28歳の12
名(フランス人学生及び外国人学生)を対象とします。 芸術分野
の高等教育と、ダンサーや振付家などの振付けや他分野のアー
トのプロとなるための実践教育のうちのいずれか、あるいはそ
の両方を行います。 舞踊教育の経験は不問ですが、高度な身
体能力が求められます。美術学校でビデオアートを専攻した学
生がこのプログラムに入学すること も可能です。フランス語会
話に不自由せず、英語の素養のあることが必要です。
アンジェにて1年間行われるコースは授業料無償です。

Coline, compagnie d’insertion professionnelle
www.danse-istres.com/compagnie-coline.html
各講座の開講期間 :20ヶ月
隔年で選抜試験を行います。
すでにしっかりとしたコンテンポラリーダンスの教育を受けて
おり、プロとしてのキャリアを希望する18歳から25歳のダンサ
ーを対象とします。
場所 : Maison de la Danse Intercommunale d’Istres – le 
grand studio
授業料 : 1800€

Centre Chorégraphique National de Montpellier Langue-
doc Roussillon
www.mathildemonnier.com/fr/
ex. e.r. ce(expérience= 経験, école=教育, recherche=研究, 
exercice=訓練)をキーワードとするコンテンポラリーダンス教
育を行います。対象はオーディションで選ばれた20歳から26歳
の研修生16名(国籍不問)で、研修期間は7ヶ月です。 舞踊以外
の分野からの参加も可能です。 実技教育、理論教育、舞踊以外
の芸術領域への開放をひとつの構想に取り込み、創造のプロセ
スの全ての側面からのアプローチを行います。

人形劇

École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
Charleville Mézières
www.marionnette.com
修業年限 : 3年
受験形態 : 選抜試験、あるいは2学年目は書類選考
26歳以下を対象とします。
修了時にdiplôme d’état des métiers des arts de la 
marionnette、DMAが交付されます。これは、ヨーロッパ圏内で
認められる、Bac+2に相当する資格です。Institut International 
de la marionetteの一機関と して、若手のプロを対象としたフ
ランス語と英語による夏期講座を開催しています。

サーカス、大道芸

サーカスがひとつの芸術領域として空前の再生を遂げ続け
て、15年が経とうとしています。伝統的な技巧が、演劇・舞踊・造
形美術から取り入れた要素と調和して多様で豊かな芸術表現
となったサーカスは、現代フランスの芸術創造において、ゆる
ぎないひとつの現象となっています。



Centre national des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne
www.chalons-en-champagne.net/fr/tempslibre8.html
文化・コミュニケーション省管轄の高等教育機関。Bac+2相当
の国家資格DMA des arts du cirqueが交付されます。入学に
当たっては選抜試験があります。
修業年限 : 3年
円型(サークル)、流浪、名人技といった多種多様な要素がサー
カスの根本を形成しています。同校では教育プロジェクトに協
力するプロのアーテイスト達と共に、徒弟制度の枠組みをさ
らに発展させた教育を行なっています。また、全課程を通じて
医療面での学生支援に万全の注意を払っています。

École Nationale de Cirque de Rosny-sous-Bois
www.enacr.com/ecole_cirque_admission.htm
受験形態 : 選抜試験。 
16歳から23歳を対象とします。国籍は問いません。 École de 
Châlons-en-Champagne入学の準備講座。

Académie nationale contemporaine des arts du cirque 
Annie Fratellini Saint-Denis La Plaine
www.academie-fratellini.com
プロのパフォーマー達との緊密な関係をもとにハイレベルな
職業訓練を行う一方、芸術・技術両面での生涯教育も行ってい
ます。diplôme des métiers d’artが交付されます。

Formation avancée et itinérante des Arts de la rue FAI 
AR
www.faiar.org
開講期間が18ヶ月の大道芸の高等教育で、公共の場や屋外
空間での芸術表現の確立を目指す現役の劇作家、演出家、戯
曲家、振付家、パフォーマーとその卵たちを対象とします。
大道芸関連団体の共用施設であるマルセイユの「Cité des 
Arts de la Rue」の一貫として運営される一方、フランスやヨ
ーロッパ各国の様々な場所で順次開催される、まさに人間と
しての魅力と技巧の力を育む場です。

主要大学

フランスの大学は通常、アーテイストではなく、芸術表現形式
の分析や、その実施に携わる諸機関の管理を行う専門家の養
成を目的とした教育を行います。
また、大学は、Licence(学士)、Master(学士、旧DESS、DEA)、
Doctorat(博士)の学位を交付し、教員養成も行います。

Université de Paris 1, UFR Arts plastiques et Sciences 
de l’Art
www.univparis1.fr/formation/arts_sciences_humaines/
rubrique15.html

Université de Paris 8, Saint-Denis UFR Arts, Philoso-
phie, Esthétique
www-artweb.univ-paris8.fr/sommaire.htm

Université de Paris 4 Sorbonne UFR de Musique et 
Musicologie
www.paris4.sorbonne.fr/fr/rubrique.php3?
id_rubrique=1050

Université de Paris 10 Nanterre, UFR Littérature, Lan-
gages et Philosophie
www.u-paris10.fr/E/0/fi che___structure/

Université Strasbourg 2 Marc Bloch, UFR Arts
www-umb.u-strasbg.fr

Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne, UFR 
Sciences de l’information et des arts
www.u-bordeaux3.fr/Ufr/formation_art.htm

Université de Pau et des Pays de l’Adour, UFR Lettres 
Langues et Sciences humaines
www.univ-pau.fr

Université de Bourgogne, Dijon, UFR Sciences humaines
www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=6

Université de Bretagne Rennes 2, UFR Arts, Lettres, 
Communication
www.uhb.fr

Université d’Orléans Tours, UFR Arts, et Sciences 
Humaines
www.univ-tours.fr

Université de Reims Champagne Ardennes, UFR Lettres 
et Sciences Humaines
www.univ-reims.fr

Université de Provence, Aix Marseille, UFR Lettres, Arts, 
Communication et Sciences du Langage
www.up.univ-mrs.fr/lacs/

Université de Nice Sophia-Antipolis, UFR Lettres, Arts et 
Sciences humaines
portail.unice.fr

Université de Toulouse 2, UFR Lettres, Philosophie et 
Musique
www.univ-tlse2.fr

Université Lumière Lyon 2, Faculté des Lettres, Sciences 
du Langage, Arts
lesla.univ-lyon2.fr/rubrique.php3?id_rubrique=5

Université Paul Verlaine de Metz, UFR Sciences hu-
maines et Arts
www.sha.univ-metz.fr/presentation/

Université de Nancy 2, UFR Sciences historiques et 
géographiques
www.univ-nancy2.fr/presentation/campus/ufrhistgeo.html

Université d’Évry Val d’Essonne, Département Arts-Mu-
sique
www.univ-evry.fr/PagesHtml/UFRetIUT.htm#hors_ufr

Université de Saint Etienne, Faculté Arts, Lettres, Lan-
gues
portail.univ-st-etienne.fr

Université de Grenoble 3, Stendhal, UFR Lettres clas-
siques et modernes
www.u-grenoble3.fr



　　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/

Université de Grenoble 2 Pierre Mendès France UFR 
Sciences humaines
webu2.upmf-grenoble.fr/UFRSH/0/fi che___structure/

Université de Poitiers, UFR Sciences humaines et Arts
www.univ-poitiers.fr/univ/sha.htm

Université de Picardie, Amiens, Faculté des Arts
www.u-picardie.fr

Université de Lille 3 Charles de Gaulle, UFR Arts et 
Culture
www.univ-lille3.fr/portail/index.php?page=ArtsCulture

Université Montpellier 3 Paul Valéry, UFR Lettres, 
Arts,Philosophie, Linguistique
www.univ-montp3.fr/etudes/ufr1/

Université de Franche-Comté, Besançon, UFR 
Sciences du Langage
slhs.univ-fcomte.fr

Université de Caen Basse Normandie, UFR des 
Sciences de l’Homme
www.unicaen.fr/sc-homme/

Université catholique de l’Ouest, Institut d’Arts, Lettres 
et Histoire
www.uco.fr

役に立つリンク

• Cité de la Musique :
www.cite-musique.fr
高等教育だけでなく芸術に関する職業についても必要なあらゆる情
報を提供しています。舞台芸術学におけるLMDシステム導入に関す
る情報や master professionnel(専門職修士)・master recherche(研
究修士)のリストの検索が可能です。教育コースに関する非常に詳細
なデータベースも整っています。

• Centre de documentation de la musique contemporaine 
CDMC

www.cdmc.asso.fr

• Site de l’Éducation Nationale
www.education.gouv.fr

• Onisep, atlas des formations supérieures
www.onisep.fr

• Portail Culture, renseignements généraux
www.culture.fr

• Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des 
Spectacles (DMDTS), ministère de la Culture et de la Com-
munication

www.culture.gouv.fr/culture/dmdts/index-dmdts.htm

• Centre National de la Danse
www.cnd.fr

• Centre National du Théâtre, liste de toutes les écoles d’art 
dramatique

www.cnt.asso.fr

• Pôle ressources Cirque
www.crdp-reims.fr/Polecirque/www.crdp-reims.fr/Polecirque/

• Association Hors les Murs, écoles de cirque, arts de la rue
www.horslesmurs.asso.fr

• Chroniques de l’AFAA
www.afaa.asso.fr

• La Documentation Française
www.ladocumentationfrancaise.fr


