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アーツ・ユニバーシティ・ボーンマスは、
イギリス国内でも有数の専
門性に特化したクリエイティブな大学です。大学は学生が彼らの専
門分野において出来る限りクリエイティブになれるように、学生を
あらゆる面でサポートします。
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1885年の創立以来、
アート、
デザイン、
メディア、
パフォーマンスの
分野において質の高い専門教育を行ってきました。
アーツ・ユニバーシティ・ボーンマスは、国際的にも高い評価を受
け、
クリエイティブ産業に必要とされる、想像力が豊かで専門知識
に溢れる学生を大学から輩出し、多くの熱心な学生がクリエイティ
ブ産業で活躍していることを誇りに思います。

卒業生の功績
アーツ・ユニバーシティ・ボーンマスは輝かしい賞を受賞
している卒業生も多く輩出しています。Photography
を専攻していたWolfgang Tillmans（ヴォルフガング・
ティルマンス）
は、現在世界的に有名な写真家でター
ナー賞を受賞しています。Filmを専攻していたSimon
Beaufoy（サイモン・ボーファイ）
は、
その後、映画“スラ
ムドッグミリオネア”の脚本を書き上げ、
ハリウッドのア
カデミー賞で脚色賞を受賞しました。
その他にも多くの学生がさまざまな輝かしい賞を受賞し
ています。今後も最新のニュースや学生の功績などはウ
ェブサイトでも情報をお届けします。aub.ac.uk/news

専門共同コース

業界標準の施設と設備

実践的なコースを提供しています。

生用のスタジオ、
ワークショップ、
コンピュータ設

アーツ・ユニバーシティ・ボーンマスではとても

講師の多くが実際にクリエイティブな仕事を経

験しており、競争の激しいクリエイティブな分野

の世界ではどのように自分を生かしていくべきか
のノウハウを学生へアドバイスします。

ダイナミックな産業でキャリアを得るためのプロ

グラムを特徴とするコースです。就職率において

創造力を豊かに表現することが出来るように、学
備など、学生がプロジェクトに取り組むための最

適な施設をキャンパスに整えています。大学は、
学生が将来卒業後に就職した先で役立てられ

るよう、最新のテクノロジーや設備に投資してき
ています。
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は、
イギリス国内で上位１０位以内に入ります。

産業との繋がり

この実践的で実務的な教育が、
クリエイティブ産

ないよう、大学は産業とも強い繋がりを持って

仕事の環境やテクノロジーの変化に遅れを取ら

業で求められる人材を輩出 しています。

います。

パス内でクリエイティブ産業が再現されているよ

これまでに8つ の学位コースがCreative

例えば、演劇の学生はフィルムを専攻する学生

のための、実践的で最も優れたコースに与えらる

た、
その劇のコスチュームやスタイリングは、
コス

Creative Skillset Tickを認定された、数少ない

学生のプログラムへの取り組みをみると、
キャン

うに見受けられます。

が制作するフィルムでオーディションを受け、
ま

チュームとメークアップを専攻する学生によって

サポートされます。
アニメーションを専攻する学

生は、
モデルメーキングを専攻する学生と一緒に

取り組み、
３Dのアニメーションフィルムを制作し

ます。
フォトグラフィーを専攻する学生は、
ファッ

ションショーやキャットウォークショーなどの撮
影に携わります。

Skillset Tick（クリエイティブ産業でのキャリア

賞）
を認定されました。AUBは、高等教育機関で
27校のうちの1校に挙げられます。

aub.ac.uk

クリエイティブコミュニティ

学生へのサポート

れぞれの学生生活に熱心に取り組み、
とてもフレ

学生のサポートをしっかり行います。

3500名のフルタイムの学生がいる中、学生はそ

ンドリーな環境です。現在約60カ国から450名

の留学生 が在籍しさまざまなプログラムで勉強

しています。

大学のすべての施設は、
１つのキャンパスにまと

まっています。
その為、施設は使いやすく、快適な
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学生生活を送ることができます。

ワークショップや作業場、講義室だけではなく、
食事をする場所やお酒を飲む場所もキャンパ

ス内にあり、友人との交流がし易い点も魅力的

です。

学校に到着してから入学して卒業をするまで、留

１学期のコースが始まる前に、
すべての留学生へ
オリエンテーションを行います。実際の授業が始

まる前に、留学生がお互いに顔を合わせ、友人を
作ったり、新しい環境に慣れるたりするための準
備プログラムです。
また、専門科目のコースや、
ア

カデミック英語やスタディスキルのワークショッ

プも行っています。

滞在施設

素晴らしいロケーション

案内します。現在、大学はキャンパス内に２つの

きな都市で、街にはアトラクションも沢山あり、

な場所にも寮があります。
ボーンマスは観光地と

あります。

学校の近くの学生に適した便利な滞在施設をご
学生寮があります。
またボーンマス市内の便利

してもとても有名で、街には沢山の滞在施設が
あります。

学生寮は、入居希望者数が多いのですが、留学

生は、締め切りまでにお申し込みをすれば、優先

して入居を許可されます。

ボーンマスには、約16万人の人口がいます。大

バーやクラブ、
レストランなど、社交の場も数多く

ボーンマスには大学が2校あり、
またイギリス国

内でも数多くの英語語学学校が多くある都市で

もあり、留学生にとても人気のある都市です。

ビーチからは7マイル
（約11km ）程の場所にあ

り、世界で最大の自然港があります。
ボーンマス・
プールは、
ウォータースポーツには最適な場所

です。多くの学生がウィンドサーフィンやセイリン
グ、
ジェットスキー、
ウォータースキーなどを楽し

んでいます。

プレディグリーコース

— Diploma in Art and Design

職業関連コース
さまざまな分野のコースから自分に一番あ
ったコースを選んで下さい。

– Foundation Studies
(1年間のコース)

— Extended Diploma in Art and Design
(２年間のコース)

— Certificate in Art, Design
and Media with English

(2015年１月から開始の6ヶ

月間のコース)

詳細はウェブサイト aub.ac.uk/preheからご覧

いただけます

出願の仕方
詳細はウェブサイト
aub.ac.uk/applyinternational
からご覧いただけます。

BA（大学学士課程）(3年間のコース)
— Acting

— Animation Production
— Architecture

(M Archへ進学する場合、

さらに2年間)

— Arts and Event Management
— Commercial Photography

— Costume with Performance Design
— Fashion

— Fine Art

— Film Production
— Graphic Design
— Illustration

— Interior Architecture and Design

— Make-Up for Media and Performance
— Modelmaking
— Photography
— Textiles

— Visual Communication
詳細はウェブサイト aub.ac.uk/ba

からご覧いただけます。

スタディーアブロード／サマーコース

1タームから３タームまで選択して参加すること

のできるスタディーアブロードコースや、2週間か

ら５週間のサマーコースや短期間のクリエイティ
ブコースなども留学生は参加できます。
また、英

語の勉強が必要な学生へは地元の語学学校で

のEnglish Plusのコースも手配しています。

詳細はウェブサイト aub.ac.uk/ studyabroad

からご覧いただけます。

MA (大学院修士課程)

Progression Routes of our Courses

— Architecture: Spatial Practices

Pre-Degree Level Courses

— Contemporary Performance

Foundation (Media or Art) 1Year
Extended Diploma 2 Years

— Animation Production

— Costume Scenography
— Design Interactions
— Fashion

— Film Production

(１５ヶ月間コース) *

— Fine Art

— Graphic Design
— Illustration

Undergraduate
BA (Hons) 3 Years
Postgraduate
MA 1 Year to 15 months
MArch 2 Years
MPhil or PHD 3 Years

— Interactive Media
— Photography

— Arts Management Practice
(2014年度より開講)*

— Fashion Business and Enterprise
(2014年度より開講)*

上記大学院修士課程（MA）
への進学のための６

ヶ月間の大学院進学準備コースもあります。詳

細はウェブサイト aub.ac.uk/maからご覧いた

だけます。

(*変更の可能性あり)

大学院リサーチコース

リサーチコースは、MPhilやPhD (フルタイム３

年間コース) の学位のためのコースで、
パートナ
ー大学のUniversity of the Arts London

（ロンドン芸術大学）
から認定されている学位
です。

専門分野リスト

⎯— Animation: history,

theory and practice

— Fashion: history and theory,

入学要件
クリエイティブ作品のポートフォリオ、学業成績、英語
力
（コースによって異なりますが、IELTS 5.0～6.5ま
たはそれに相当する英語力）、専攻分野のバックグラウ
ンドや志望動機などによって審査されます。留学生に
とっては、入学し、大学の授業に参加するにあたって、
英語力をつけておくことが重要です。
すべての留学は
Pre-sessionalコース
（学位コースの前の英語コース）
に参加することをお勧めします。.
詳細はウェブサイトaub.ac.uk/entry
からご覧いただけます。
学費・割引制度について
EU圏外からの留学生を支援するため、割引制度やベネ
フィットがあります。
— 8月1日までに学費の支払いを完了する場合、学費
の割引が適用されます
（£1000以上）
— 学年が上がる際の学費の年次増加はありません。
— 無料空港送迎サービス
（£100相当）
2014年度の学費は、£10,500から £18,000です。
コースにより異なります。滞在費・生活費は、1ヶ月あた
り最低 £600程度はご用意いただくことをお勧めいた
します。
詳細はウェブサイトaub.ac.uk/feesからご覧いただ
けます。

19th century to the present

— Film: history, theory and practice
— Fine Art: context and practice
— History of Art

— Photography: history, theory, practice
urban history, theory and practice

詳細はウェブサイト aub.ac.uk/res

からご覧いただけます

*Subject to validation

— Spatial practices: architectural and

アーツ・ユニバーシティ・ボー
ンマスお問い合わせ先
電話
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Please call the International Office
+44 1202 363233
Email Us
international@aub.ac.uk
郵送
International Office
Arts University Bournemouth
Wallisdown
Dorset
BH12 5HH
United Kingdom
オンライン
詳細はウェブサイト aub.ac.uk

でもご確認いただけます。
FacebookとTwitter
facebook.com/inspiredAUB
twitter.com/inspiredaub

