
名古屋芸術大学（NUA）留学生別科

N a g o y a  U n i v e r s i t y  o f  t h e  A r t s

Japanese Language Course

名古屋芸術大学（NUA）留学生別科は、名古屋芸術大学への進学を希望する外国人留学生に対して、日本語・日本事情教育、芸術教育を行うことを目的として、2020年4月に
開設されました。将来、芸術分野（音楽、舞台芸術、美術、デザイン、芸術教養）や子どもの教育分野で、母国と日本との懸け橋となる人物を輩出することを目指します。

The Nagoya University of the Arts （NUA） Japanese Language Course was established in April 2020 and offers 
Japanese language, Japanese studies, and arts classes to international students wishing to enter Nagoya University 
of the Arts. The aim of the course is to educate people who, through the arts （music, performing arts, fine arts, 
design, and art culture） and early childhood education, can become bridges between their home countries and 
Japan going forward.

About the Nagoya University of the Arts （NUA） Japanese Language Course  名古屋芸術大学（NUA）留学生別科とは

Course and Capacity （Admission Period）  修業年限・募集定員（入学時期）

●One-year curriculum: 20 students （April）
●Two-year curriculum: 20 students （April）
●1年課程 … 20名（4月入学）　●2年課程 … 20名（4月入学）

NAGOYA UNIVERSITY
OF THE ARTS



Nagoya University of the Arts
Public Relations Department
International Exchange Team
281 Koi Kumanosho, Kitanagoya-shi. Aichi,481-8503, JAPAN
TEL：0568-24-0318
E-Mail：intlteam@nua.ac.jp

名古屋芸術大学 広報部 国際交流チーム
〒481-8503 愛知県北名古屋市熊之庄古井281番地

Meitetsu Inuyama Line
名鉄犬山線

JR Tokaido Shinkansen
JR東海道新幹線

8-min by foot
徒歩約8分

12-min by foot
徒歩約12分

About 17 minutes
約17分

Tokushige-Nagoyageidai
徳重・名古屋芸大

Chubu Centrair
International Airport

中部国際空港

Kansai
International Airport

関西国際空港
Narita Airport

成田空港

Inuyama
犬山

Nagoya
名古屋

Shin-Osaka
新大阪

Kyoto
京都

Tokyo
東京

NUA West Campus
西キャンパス

NUA East Campus
東キャンパス

About 20 minutes
約20分

About 40 minutes
約40分

About 100 minutes
約100分

Access  アクセス

Tuition/Fees （One year）  学納金［1年間］ Student support  学生支援

Welcome to Nagoya University of the Arts 

Inuyama Castle　犬山城 Meitetsu Inuyama Line　名鉄犬山線

 Nagoya Station　名古屋駅 Nagoya Sakae　名古屋 栄

osaka
Nagoya

Tokyo

NUAとの連携
NUA留学生別科在籍者は、名古屋芸術大学内の各施設（体育施設や各種教室、図書室や学生
食堂）を利用することができます。
留学生別科修了生への特典
NUA留学生別科修了者が、NUAに入学（進学）する場合は、NUAの入学金［200,000円］は
免除となります。
住居の紹介
NUAには専用の寮はありません。このため大学が住居を手配します。または、大学と提携して
いる不動産業者を紹介しますので、お問い合わせください。

Cooperation with NUA
Those enrolled in the NUA Japanese Language course are eligible to use NUA 
facilities （sports facilities, classrooms, library and student cafeteria）

Alumni discount
Admission fee（200,000yen）for university will be exempted for those who enter 
NUA after completing JLC.

Housing arrangement
NUA does not have dormitories. The university can arrange housing for 
students and introduce an affiliated real estate agent. Please contact the 
university for further details.

入学検定料
入学金
授業料

※その他学生保険料等が徴収されます。

15,000円
200,000円

前期：346,000円
後期：346,000円

Admission examination fee
Admission fee
Tuition

*Other fees, such as student insurance, 
 will also be incurred

15,000yen
200,000yen
First semester:
346,000yen

Second semester:
346,000yen

One month rent 40,000 -50,000 yen （shared room, including 
furniture, appliances, water, and electric, but not 
including food expenses）

1ヶ月の家賃 4万円～5万円程度（大学が手配した家に2名以上で住む場合、
家具・家電付き、水・光熱費込み、食費含まず）



NUA Japanese Language Course

UNA留学生別科

Other Japanese language schools

日本の一般的な日本語学校

Students make own housing 
arrangements.

アパートなどを自分で決めます。

Housing
住まい

Housing
住まい

Learn Japanese in an artistic environment. 
Various workshops are available, along 
with art classes on offer and concerts and 
exhibitions held on a daily basis.

芸術的な環境で日本語を学ぶことができます。 
様々な種類の工房を使用可能。
芸術の授業があります。
コンサートや展覧会が日常的にあります。

No environment/facilities for art

芸術のための環境はありません。

There is a recommendation system for 
those who apply to the entrance exam 
for the NUA undergraduate program.

NUAへの出願、学部への入試には推薦制度があります。

No recommendation system is available 
for applying to an arts university.

芸術大学への出願、推薦制度はありません。

Entrance Exam
入学試験

Entrance Exam
入学試験

【When moving up from the NUA 
Japanese Language Course to an NUA 
undergraduate/graduate program】 
There is no need to move into new 
housing.　 Admission fee is waived. 

【NUA別科からNUAに進学する場合】
引越しをする必要はありません。 
入学金が免除されます。

【When entering NUA from another school】
Moving costs may be required and an 
admission fee must be paid.

【他校からNUAに進学する場合】
引越し費用が必要な場合があります。 
入学金の支払いが必要です。

Entering undergraduate/
graduate programs 
学部、大学院へ入学する時

Entering undergraduate/
graduate programs 
学部、大学院へ入学する時

Workshop （Studio） introduction
【English subtitles】
工房紹介
【英語字幕】

Sound media/
composition course
サウンドメディア・
コンポジションコース授業

Description of Voice Actor 
Acting Course by faculty
【English subtitles】
声優アクティング教員説明
【英語字幕】

Collaborative Projects 
introduction
【LaLaport Art Area Exhibition】
連携事業紹介
【美術領域ららぽーと展示】

JR Gate Tower 
Street Piano project
JRゲートタワー
「ストリートピアノプロジェクト」

Special Features of NUA Japanese Language Course   NUA留学生別科の特徴

NUA undergraduate initiatives   NUA学部の取り組み紹介

NUA Graduation Art Projects  学部と大学院による卒業修了制作展 NUA graduate School introduction

Graduate school website
大学院HP

Graduation art projects 
3D walkthrough
卒業修了制作展3Dウォークスルー

For application qualifications and selection procedures, 
please see the website. 出願資格・選考方法はHPよりご確認ください。

Environment
環　境

Environment
環　境

NUA arranges housing （incl. furniture and 
appliances）

NUAが住居を用意します。 （家具・家電付き）



①芸術 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 芸術の授業があリます。芸術大学のキャンパスで学ぶことができます。
②入学金免除 ・・・・ NUAの学部または大学院への進学の際に、入学金を免除します。
③環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・ キャンパスでは展覧会やコンサートが日常的に開催されています。

①Art ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ NUA holds classes in the arts, and students can 
　　　　　　　　　　　　　　　　 study in an arts-focused campus environment.
②Admission fee exemption ・・・・ Admission fee（200,000yen）for university will be 
　　　　　　　　　　　　　　      exempted for those who enter NUA after completing 
　　　　　　　　　　　　　　　　　JLC.
③Environment ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Exhibitions and concerts are held on campus on a 
　　　　　　　　　　　　　　　　 daily basis.

NUA Japanese Language Course strong points  NUA留学生別科のメリット

NUA留学生別科で学ぶ利点は、芸術大学のキャンパス内で学ぶことができるため、大学内の各種施設が利用できることです。また、NUAへの進学を見据えて、日本語教育や日本事情教育だけで
なく、音楽の実技レッスンや美術・デザインのデッサン等の実技を取り入れた科目である「芸術」も開講しています。

One advantage of studying in the NUA Japanese Language Program is that students are studying on the campus of the Nagoya University of 
the Arts, which grants them access to the university’s wide array of facilities. In addition to Japanese language and Japanese studies courses, 
the program also offers classes in arts education, including practical music instruction, art and design classes including drawing, and more. 

Japanese language / Japanese studies
日本語／日本事情

Arts: music lessons, drawing, workshop production, visiting exhibitions and concerts, and more.
芸術：音楽レッスン、デッサン、工房での制作、展覧会・コンサート鑑賞等

Overview of Japanese Language Course education  教育の特徴

Entrance ceremony / Orientation / Welcome party / 
Start of classes
入学式／オリエンテーション／歓迎会／授業開始

Examination for Japanese University Admission 
for International Students （EJU）
日本留学試験（EJU）

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) / 
End-of-semester exams / Seasonal events
日本語能力試験（JLPT）／期末テスト／季節行事

Summer holiday  夏休み

Field trip  校外学習

April 4月 

June 6月

July 7月

August 8月

September 9月

University festival / Examination for Japanese 
University Admission for International Students （EJU）
芸大祭／日本留学試験（EJU）

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) / Winter holiday / 
International student group exhibition
日本語能力試験（JLPT）／冬休み／留学生グループ展 

Seasonal events / End-of-semester tests  季節行事／期末テスト
NUA Review Exhibition  NUAレビュー展
NUA orchestra  NUAオーケストラ
NUA wind Symphony  NUAウインドシンフォニー

Graduates cultural exchange trip  修了者交流旅行
NUA graduation art project exhibition  NUA卒業制作展

Graduation ceremony  修了式
NUA graduation concert  NUA卒業演奏会

November 11月

December 12月

January 1月

February 2月

March 3月

*Scheduled events are subject to change.
※予定されている行事等は変更になる場合があります。

Yearly schedule  年間スケジュール

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)  日本語能力試験

Goal JLPT N2
JLPT N2 取得を目指す

NUA Japanese Language Course  NUA留学生別科  
【 One-year curriculum １年課程 】　【 Two-year curriculum ２年課程 】

①Moving from the Japanese Language Course into the undergraduate program　別科から、学部へ進学希望の場合

One or two years / Japanese
1年または2年／日本語

Japanese Language Course  別科

②Moving from the Japanese Language Course into the graduate program  別科から、大学院へ進学希望の場合

Undergraduate program  学部

Four years / Art or Education
4年／芸術または教育

One or two years / Japanese
1年または2年／日本語

Japanese Language Course  別科

Learning overview  学びのイメージ

*JLPT N2 or equivalent 
 required
※JLPT N2相当が必要です。 

*JLPT N2 or equivalent required  ※JLPT N2相当が必要です。 

Graduate program  大学院

Two years / Art or Education
2年／芸術または教育



 

NUA Overview  NUAの特徴

History
開設

幼稚園教員・保育士の育成は
1963年から
（名古屋自由学院短期大学）

Kindergarten and nursery 
school teachers trained 
since 1963. (Nagoya Jiyu 
Gakuin Junior College)

Established in 1970
1970年開設

Undergraduate program
学部

2 unique schools
特色ある2学部

教育学部と芸術学部を併せ
持つ、日本で最初の芸術系
総合大学

Japan's first arts-oriented 
university with both a 
School of Education and a 
School of the Arts

School of the Arts
芸術学部

5 divisions
5領域

専門性を磨くことができる、
音楽・舞台芸術・美術・デザイン・
芸術教養の5領域

Five areas of divisions: Music, 
Performing Arts Production and 
Management,Art,Design,Arts 
and Liberal Arts

Courses
コースの数

42
42コース 

未来の「なりたい自分」を目指
すことができる多様なコース

Wide variety of courses to 
support students become 
who they want to be

Musical scores
楽譜の数

42,258
42,258冊

※2021年3月31日現在
クラシック・洋楽・J-POP・アニ
メなどの幅広いラインナップ

*as of March 31, 2021
Diverse selection 
including classical, 
Western, J-POP, 
animation, and more.

Pianos
ピアノの数

203
203台

※2021年3月31日現在
芸術大学ならではの充実した
ピアノ練習環境

*as of March 31, 2021
Full-fledged piano 
practice environment that 
only a university of the 
arts can offer.

Goal of graduating JLC, entering undergraduate or 
graduate school of Nagoya University of the Arts.

留学生別科を修了後、名古屋芸術大学の学部や大学院進学を目指す

School of the Arts  芸術学部   School of Education  教育学部

Workshops
工房の数

23
23工房

学生に開かれた充実の設備
環境で技術を磨き、実践力
を養っていく

Well-equipped 
workshops open to 
students allowing them to 
refine techniques and 
cultivate practical skills.

Campus
キャンパス

2
東西2キャンパス

アートの空気に満ちた芸術性
豊かな環境 ｠

The East Campus and 
West Campus offer a fully 
arts-immersed 
environment with a 
creative, artistic feel.

Exhibitions
展覧会の件数

50 per year
50件/年

社会に向けて作品を発表し、
「伝える力」を養う

Cultivating the power to 
communicate by 
presenting artwork to 
society

Concerts
演奏会の回数

19 per year
19件/年

学内外に関わらず、多数の
演奏会に参加できる機会を
用意

Students have many 
opportunities to 
participate in concerts, 
both on and off campus.

Affiliated preschools/
kindergartens
附属園・系列園

5
5園

子どもたちと交流しながら、
教育・保育の実践的な学び
を深める

Deepening practical 
learning by studying 
education and childcare 
through real interaction 
with children.

International students
留学生数

※2022年4月１日現在
* as of April 1, 2022 

Undergraduate :
Graduate :

学部生・大学院生 136名
別科 43名

136
43Japanese 

Language Course :

■School of the Arts  芸術学部

■Graduate school   大学院、研究科
◎Graduate School of Music  音楽研究科
◎Graduate School of Arts  美術研究科
◎Graduate School of Design  デザイン研究科
◎Graduate School of Human Development  人間発達学研究科

◎Music Division
　音楽領域

◎Performing Arts Production 
　and Management Division
　舞台芸術領域

◎Art Division
　美術領域

◎Design Division
　デザイン領域

◎Arts and Liberal Arts 
　Division
　芸術教養領域

■School of Education  教育学部



Main path after graduation （achievements in AY 2020/2021）  卒業生の主な就職先（2020年度、2021年度）

●Shiki Theatre Company  劇団四季（四季株式会社）

●Takarazuka Review Company  宝塚歌劇団

●Tokai TV Enterprise Co., Ltd.  東海テレビ事業（株）

Music Division
音楽領域

●Toyota Motor Corporation  トヨタ自動車（株）
●1-UP Studio Inc.  1-UP スタジオ
●Hakuhodo Inc.  博報堂
●Monroart Work Shop  （株）紋郎美術工房

Art snd Design
Division

美術・デザイン領域

Career Path : pursuing master degree,
employment in Japan,

or in your home country.
大学院進学または日本での就職、母国での就職を目指す

Q&A

Q1.出願期間、入学試験について教えてください。
A1.まず、「エントリー」として事前の登録が必要です。
試験内容は「事前課題」と「個人面接」をオンライン上の試験で行います。
詳細は、上記のQRコードを読み取り、「学生募集要項」をご覧ください。

Q1.Will you please teach me when to apply for admission 
and about entrance examination?

A1.First, potential students need to register in 
advance. The exam consists of a preliminary 
assignment and a personal interview, both 
conducted through an online exam. For 
details, please refer to the Student Application 
Guidelines on our website via this QR code. Q4.大学や住まいの周辺にどのようなお店がありますか？

A4.大学周辺は閑静な住宅街で、スーパーやドラッグストア、百円均一、ファースト
フード店などの様々なお店があります。入学後に自転車の購入をお勧めします。

Q4.What kind of shops are located around the university 
and residence area?

A4.The area around the university is a quiet residential area 
with various shops including supermarkets, drugstores, 
hundred -yen s to res ,  and fast- food restaurant s .  
Purchasing a bicycle is recommended after enrollment.

Students from
Singapore and China
シンガポール、中国

Students from 
Indonesia,
Malaysia, 
and China
インドネシア、
マレーシア、中国

Q6.在籍されている留学生の方の声を聞くことはできますか？
A6.NUAの学部生や大学院の留学生の方にインタビューを実施しました。
上記のQRコードよりぜひご覧ください。

Q6.Is it possible to hear from some international students 
currently enrolled in the program?

A6.NUA has conducted a series of interv iews with 
international undergraduate and graduate students that 
can be accessed via the following QR codes.

Q5.留学生別科を卒業した後、名古屋芸術大学の学部に進学したいです。どうした
らいいですか？

A5.別科での出席日数が十分にあり、学業成績が優秀で、かつ日本語能力N２が取
得できれば、推薦制度を利用することができます。留学生別科の教員にご相談
ください。

Q5.After graduating from the Japanese Language Course, I 
want to continue my studies at Nagoya University of 
the Arts. What should I do?

A5.If you have an excellent academic record, and pass JLPT 
N2, you can receive advantages of our recommendation 
system. Please consult with a Japanese Language Course 
faculty member for more information.

Q3.大学での生活費はどのくらいかかりますか？
A3.個人によって異なりますが、家賃、光熱水費を含めておおよそ毎月４～５万円程
度です。大学が家具・家電付きの住まいを手配します。別途食費等が必要です。
参考資料は上記のQRコードよりご覧いただけます。

Q3.What is the cost of living?
A3.It varies by person, but approximately 
40,000-50,000 yen per month covers rent, 
util it ies, and water. The university can 
arrange furnished housing with appliances. 
Food and other expenses are not included. 
Access this QR code for more information.

Q2.学費や生活費の支払方法を教えてください。
A2.本学は安心・安全でスピーディーな「Flywire」というシステムを利用してお支払い
いただきます。英語、韓国語、中国語のご案内がありますので上記のQRコードを
読み取り、ご覧ください。

Q2.How are tuition and living expenses paid?
A2.NUA uses a safe, quick, and secure system 
called Flywire for payment. Please access this 
QR code for information in English, Korean, 
and Chinese.

Explanation
only Japanese

Explanation
only Japanese




