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英国への留学は、若者にとって学習や個人的な体
験の面で素晴らしい機会となり、人生や将来のキ
ャリアのための強固な基盤となります。本ガイドに
は、ご子息やご令嬢が最適な進路を選択できるよ
うにするためご両親にできる実践的な支援方法の
概要と、ノリッジ・ユニバーシティ・オブ・ジ・アーツ 
(NUA)についての説明が述べられています。お子様
がいずれのコースを選択することになっても、NUA
のインターナショナル オフィスは、海外留学に伴う
身上の変化に対してお子様が適切に対応できるよ
うに充分に支援いたします。本ガイドは概要のみに
なりますが、海外留学がご本人自身だけでなくご家
族全員にとっても有意義かつ実り多い体験になるよ
う、ご両親およびお子様を対象にアドバイスを目的
として作成されています。





ノリッジ・ユニバーシティ・オブ・ジ・アーツ (1845年設立)
は、芸術専門大学です。国際的に認められている教育および
研究センターであるNUAでは、技能および雇用適性の養成
という従来からの価値に併せて、21世紀のイノベーションを
提供しています。

幅広い学科課程を提供する大規模な大学と違い、当大学
のコースは、特定の創造的芸術学科に焦点を当てていま
す。規模が小さく、学科分野が特殊であることから一般的な
大学比較一覧表には掲載されないこともありますが、NUA
は、英国における一流の芸術教育機関のひとつとして常に
格付けされており、学生の満足度に関する全国調査でもと
りわけ高く評価されています。当大学では、芸術分野におけ
る長いキャリアに学生が対応できるようにすることを最も
重視しています。創造産業は世界経済の重要な要因として
認識されており、当大学は、卒業後6カ月内に就職する学生
の率が92%を上回る、という実績を当然ながら誇りにして
います。NUAの卒業生たちは、世界中の芸術関係の組織に
おいて管理職に就いています。

当大学では、最新施設に加え、大学教員や経験豊富な芸術
家が指導するコース、そして熟練した実務専門家やアーテ
ィストによるワークショップなどを学生たちに提供していま
す。最も重要な点は、当大学は小規模な専門大学であるの
で、学生全員が親密に結びつき、全力で学問に打ち込むこ
とができる環境が整っていることです。 

ノリッジ市の文化の中心地に位置するNUAのキャンパス
は、歴史的建造物幾棟かで成り立っており、質の高いスタ
ジオ、ワークショップ、コンピューター室、展示スペース用と
して見事に改造されています。キャンパスの建造物は互い
に近接しており、カフェやショップなど地元商店も至近距離
にあります。

プロになるための教育および貴重な文化的体験を得るとい
う両方の観点から、海外からの学生が極めて質の高い英国
教育を受けるためにお金を投じることは、当大学の留学生
受入方針にもあるように充分理解しております。学術的およ
び創造的な当大学の校風に留学生が貢献している価値を
認めており、世界中から優秀な人々を受け入れています。

当大学では、各志願者およびその家族に個人的なサポー
トを提供して具体的なご質問にお答えできるよう努めてお
り、また外部からの支援者に直接連絡できるようにご案内
もしています。

当大学のウェブサイトにも、NUAへの入学申請、言語要件、
ビザおよび入国審査の規定など、役立つ情報を掲載してい
ますが、お子様の入学申請に関して特にご質問がある場合
は是非ご連絡ください。

Visit www.nua.ac.uk/international/yourcountry

I am encouraged to be 
independent in my studies 
and am not obligated to 
follow a particular style. 
Tutors respect individuality 
a lot, so they will advise you 
respecting your own style.

Karla Alcazar Martinez 
Mexico, NUA Illustration student



ノリッジは、英国でも最も安全で緑が多い都市のひ
とつとして知られています。生活費は全国水準より
も低くてすむ一方、住宅、公共サービス、交通機関
は高い水準を維持しています。徒歩や自転車で十分
移動できるこじんまりとした規模でありながら、市街
中心地には活気あふれる商店街のある都市です。
ノリッジはこの地域一帯の文化中心地でもあり、ビ
ジュアルアート、興行、文学の分野が栄え、博物館、
劇場、美術館も数多くあります。 

ノリッジは英国でも有数の美しい中世都市としてそ
の文化遺産に根差していますが、この地域一帯での
活気に満ちた近代的なハブ地でもあります。900年
前に建てられた美しいノルマン様式の城からは、全
国でも有数のにぎやかなショッピング街を見渡す
ことができます。

ノリッジは、歴史的建造物や庭園、魅力的な英国の
村々、そして壮大で自然のままの田園風景や海岸線
で名高い、ノーフォーク州にあります。

宿泊施設の選択

当大学の学生専用サポートチームによって、宿泊施
設はできる限り簡単に手配できるようになっていま
す。NUAへの入学が決定し次第、利用可能な様々な
選択肢やサービスのご案内を学生に送付いたしま
す。当大学の入居申請期限内の申請であれば、海外
からの大学生は全員宿泊施設を保証いたします。
当大学専用の学生宿泊施設の他に、信頼のおける
地元の家主と継続的に契約していますので、信頼性
のある安価な民間宿泊施設の提供もしています。
また共同で宿泊施設をシェアしたい学生にもご紹
介が可能です。

Visit www.visitnorfolk.co.uk

Norwich is peaceful, quiet and safe. 
Just the place when one needs to 
keep distractions to a minimum and 
focus on the creation instead. It is 
not huge, but there is everything 
here and, most importantly, the 
people here are incredibly pleasant.

Bing Ming Ng 
NUA Fine Art student



お子様への支援
当大学は優秀な学生を集めたいと考えています
が、大学を選択する際は数多くの要因が影響するこ
とは理解しております。志願者が各自で事前調査を
行い、個々のニーズに見合った大学を見つけるよう
お勧めします。ご両親はこの過程で重要な役割を果
たすことになりますので、当大学について、または
英国への留学状況についてご質問があれば、いつ
でもお気軽にご連絡ください。

NUAのウェブサイトには、大学に関する包括的な詳
細が掲載されています。さらに、当大学の「カレッ
ジ・ウィーク・ライブ」のポータルで、インタラクティ
ブな仮想イベントを毎月開催しており、ここではイ
ンターナショナル オフィスのスタッフとリアルタイ
ムでチャットをしたり、キャンパスの施設、ポートフ
ォリオの準備、そしてNUAでの学生体験などの幅広
い題目で映画や場面ショットやプレゼンテーション
を見たりすることができます。  

留学生には書類を多数記入していただく必要があ
ります。煩雑な登録手続きは大変ですが不可欠で
すので、お子様を手伝うことによってストレスを軽
減させることができます。この過程中は各段階で確
認リストを作成して整理することをお勧めします。カ
レンダーに重要な日時を記入して、最終受付日を管
理してください。記入ミスがあれば費用がかさみま
すので、すべて念入りにチェックしてください (特に
英国内務省（ホームオフィス）への申請書類など)。
また、お子様が英語を練習する機会を設けてくださ
い (語学テストを完了した後も継続的に)。何か不明
な点があれば、当大学にお問い合わせください。

英国に向けて出発する前に、ノリッジでの新しい暮
らしについてお子様と話し合ってください。家族と
どのような方法で連絡を取り合うのか、いかにお互
いをサポートしていくかなどを決めておくとよいで
しょう。英国への渡航が効率的かつ無駄なく行われ
るようにするために、登録前に学生とご両親を対象
に、包括的な確認リストを通して全体を説明する、
出発前のワークショップをオンラインで実施してい
ます。また、最も大切なことですが、入国および入学
手続きを無事に完了するために英国に持参する必
要書類についてもアドバイスいたします。

Visit www.nua.ac.uk/international/meet

Throughout the entire 
experience NUA has been at the 
top of our list. We have found 
the communication from all 
departments so personalised, 
including the Skype interviews 
with the Dean of Admissions 
when other universities just 
looked at her resume and 
portfolio. Our expectations 
have been exceeded numerous 
times. We are thrilled to have  
a student at NUA.

Tina and Gerard Pearce 
USA, parents of NUA Illustration student



NUAでの学生生活
学生全員対象の幅広い大学のサポートサービ
スに加え、インターナショナル オフィスでは、留
学生対象に重要な追加サービスを提供してい
ます。当大学への留学生は、独特の文化的背景
や熱望を持つ個人の集団です。個々の学生が異
なる期待や大志を持っていることも事実です。
当大学の目標は、学生が社会に溶け込んで、一
人前の社会人に成長するよう支援することであ
り、NUAで第一日目から自信を持って学生生活
ができるように、社交イベント、ワークショップ、
大学企画のガイドなどを計画して学生を迎え入
れています。当オフィスは、NUAでの学生生活の
全期間を通して、いつでも気軽に何度でも利用
できる窓口です。

学習が開始したら、ご子息やご令嬢はとても忙
しくなります。英国での暮らしや厳しい学習課題
に適応していく時期だからです。時差があるた
めにご両親に電話する時間を予定することも難
しくなったり、当初決めたような頻繁な連絡が
取れなくなることもあるでしょう。新しい環境に
慣れていく期間として、関心を持って気長に励
まし続けることをお勧めします。お子様も、新し
い生活に順応したら同様に連絡を取り合う方法
を見つけ出すことでしょう。電話のプリペイドカ
ード、スカイプのクレジット、携帯電話会社の追
加のSMS/国際電話パッケージなどを購入して
お子様に渡すことで、連絡を取り易くすることも
できます。 

ご子息やご令嬢が遠くに住み、だんだんと独立
していくことに気がもめることもあるでしょう。
お子様が自立的であっても、海外で生活する限
り、これまでのようにお子様に手を差し伸べる
ことができなくなるのは事実です。NUAでは、
学生のプライバシーを極めて慎重に扱いますの
で、入学後は、学習進度やその他の個人的な件
についてご両親に情報提供することはできなく
なりますことをご了承ください。但し、ご子息や
ご令嬢について心配なことがあるのに連絡が取
れないような場合には、適切な場合は当オフィ
スがご両親の代わりに本人に話しをすることが
できます。

Visit www.educationuk.org

The staff and fellow students at 
NUA are so friendly and open. 
You’ll make friends in no time.

Alexander Chesham 
Norway, NUA Photography student



当大学での暮らしを知るうえでは、NUAキャンパ
スにご来校いただくことがおそらく最善の方法
だと考えられます。年間を通じて所定の日程で一
般公開日を設けていますので、留学生候補者と
その家族の方々も是非お越しください。しかし、
公開日に合わせて英国にご旅行できないことも
あると思われますので、いつでも別の日程でキ
ャンパスをご案内することも可能です （申込み
が突然であっても)。ご来校が不可能であれば、
短いながらこの冊子をお読みいただくと、当大
学がいかに特別な機関であるか、そして入学審
査に合格すれば、ご子息やご令嬢には真に優れ
た芸術的および文化的な教育の機会が与えら
れて、創造産業における将来のキャリア成功の
基盤となるかについて、より良く理解していただ
けると思います。

NUAのインターナショナル オフィスを皆様側に
立つ協力者であるとお考えください。どのように
ささいな質問でも、当チームにお気軽にお尋ね
ください。当大学の海外留学生は、相対的に少
数で多様ですが、世界中から創造的かつ勤勉な
学生を慎重に選出することで、本当のグローバ
ルなコミュニティーを構築しています。留学生の
ご両親もこのコミュニティーの一員となりますの
で、ご子息やご令嬢と共にNUAでの体験に胸を
躍らせてご期待くださると幸いです。

Visit www.nua.ac.uk/international

Email international@nua.ac.uk

Call +44 (0) 1603756250

Tweet @NUAoverseas

The NUA campus is a vibrant 
hub, a place of ambition, 
professionalism and above all 
else creativity. We hope you’ll 
soon be joining us.

John Hurt CBE  
Actor and NUA Chancellor


