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この小冊子の内容

コースのロケーション：
イギリス＞イングランド南東部＞ブライトン

コース期間：

遠隔教育：３か月

カレッジ就学：６か月

出願締切：
２０２０年５月５日 
出願申し込みは 
UAL.iFAD@gbmc.ac.uk 宛

コース開始日：
遠隔教育：２０２０年９月
カレッジ就学：２０２１年１月４日
終了日：２０２１年６月１８日

学費： £15,000 

入学資格：
高校もしくはアート専門学校卒業 
詳細はページ９

英語能力：
IELTS レベル５以上、詳細はページ９

資格取得：
UAL のアートとデザイン学部への大学
進学準備コース、レベル３卒業

次の段階： 

ロンドン芸術大学学士課程（条件次第、時に面接の

必要性有り）詳細はページ８
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何故MET
なのか?

ロンドン芸術大学学士課程
への確実な道

目標達成の早道、６カ月コース

２０２０年９月から始まる 総合的
広範囲な指導に寄るプログラム

イギリスの冬に穏やかな海辺で
学べる環境

本格的な広々としたスタジオ 

著名なゲスト講師

年度末の華やかな制作展 

企業の現場実体験の機会 

専門家による授業

METを選択する理由の一例
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ブライトンへようこそ

ブライトンは歴史的に優雅な建築物で、英国の最も有名な都市の一つで
す。古い歴史と共に新しい文化やアートシーンも常に注目の的です。

南の海岸沿いに位置するため、例年様々なフェスティバルが開催されま
す。アート、ミュージック、ダンス、建築などのブライトンフリンジ、ブ
ライトンフェスティバル、グレートエスケープ、アーティストのオープン
ハウス。他にも、ユニークな冬至のお祭りバーニング オブ ザ クロック
ス、ブライトンプライド、ブライトンマラソン、ビーチでのパドルラウン
ド ザ ピア等など盛り沢山です。

買い物も他には見られない個性的独特でなおかつ質の良いお店が揃い、ユ
ニークで洒落たカフェ、レストランも溢れている事で知られています。劇
場、映画館、コンサート会場など夜の外出も事欠きません。

エンターテインメント

スポーツ

ロケーション

多様性

ブライトンはブライトン＆ホーブアルビオンFCとイーストサセックス
カウンティ クリケットクラブのホームグラウンドでもあります。

他にもプリンスリージェント レジャーセンターは完全設備のジムが

常設され、スィミングやフィットネスのクラスも定期的に開かれて

います。

ロンドンから汽車で１時間のブライトン。ガトウィックなど主要空港
へも大変便利です。市内はバス路線が網羅し、自転車線も整備されて
います。

英仏海峡とサウスダウンズ国立公園の間に位置し、市内にも数々の公
園が点在し、イギリスのアウトドアライフを楽しめる絶好の場所で
す。特に海辺のサイクリングは、住民共々ブライトンを訪れる人々が
最も好むアクティビティでしょう。

ブライトン住民は海外からの移住も多く国際色豊かで、それが特徴で
もあり、またおそらくイギリス最大の LGBTQ+ のコミュニティでも

知られています。のコミュニティでも知られています。



5

グレーターブライトン　メトロポリタン
カレッジ(The MET)は１５０年の歴史が
ある英国のカレッジです。その経験に基
ずき今の地位を確立しました。

商店街であるノースレインにあるブライ
トンMETのビジュアルアート部は、ク
リエイティブで活気に溢れたハブ、クリ
エイティブ業界でのキャリアを身につけ
る事が出来る拠点です。そして長年世界
中からの学生を受け入れている伝統があ
ります。

The MET
The MET は、唯一のロンドン芸術
大学授与団体公認の大学進学準備
コース、レベル３とロンドン芸術大学
(UAL )学士課程への確実な道を提供
出来る場である事が誇りです。*

詳細はページ １０.

55* 条件次第に寄る場合あり



66
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 METの設備

設備 
ブライトンはクリエイティブな都市であるのは有名で

す。その中でも我々METはその先端を行き、その名に

恥じない定評があります。

他の利点: 

設備の充実した専門的な環境のアートスタジオ

３Dプリンター、レーザー切断機、インク
ジェットプリンター

キャノンEOS DSLRカメラ、マックアニメー
ションスイート、ディジタルデザイン

写真用のスタジオ、暗室

版画制作ワークショップ（屏風、リノリウム、

金属とドライエッチング）

石膏、陶磁器とガラスワークショップ

３D ウッド、鍛造を含む木材、金属とプラス
チックワークショップ、パターン切断室、
ファッションスタジオ

 個人のスタジオスペース

大型のアート、インスタレーション作
品の制作スペース

デッサンのクラス

経験豊かな実績のある教師陣 

ゲスト講師

海外へのスクールトリップ

外注クライアントの企業の現場で実体
験出来る貴重な経験    

ロンドン芸術大学やその他のアート系
大学への進学率の高実績
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サポートモジュール

２０２０年９月から１２月までの、このダイナミッ
クなファーストトラックコースはまず、イギリス国
外に居ながら、単位や科目を選択するサポートモ
ジュールから始まります。この指導付きの学習プロ
グラムは、特別に海外の学生が英国で学び安い状況
を作る手助けをするために組み込まれました。

最初の数週間は私達のアートのエキスパート陣が、
実際のアーティストやデザイナーがどのように考え
仕事をするのかを指導します。学生はまたUCAS 
(the Universities and Colleges Admissions Service
イギリスの大学進学の総合出願機関 )の準備や志望
動機書の書き方を含む、英語と学習スキルの授業を
受けます。

サポートモジュール期間の終了時には、各自最終的
な専門進路を決定します。我々の熟練チームがこの
遠隔教育の期間中常にサポートするので安心です。

 選択進路コース 

ファインアート

グラフィックデザイン

イラスト

ファッションとテキスタイル

３D デザイン

１２月にはUAL の学士課程出願書類のサポートも
します。

この遠隔教育プログラムの終了後学生達は、１月か
ら始まるイギリスでの各自の大学進学準備コース専
門科目に向けて準備満タンでいる事でしょう。

専門進路とアカデミック英語コース

イギリス到着後には、学生はアカデミック英語のプ
ログラムに従事するという恩恵に恵まれます。週に

4時間の集中レッスンで、アートカリキュラムの補
足とサポートをします。このコースをより完璧にす
るための必要な要素として、語学スキルを磨くわけ
です。

この段階では各々の選択科目でも、挑戦的でエキサ
イティング、創造性豊かなプロジェクトに参加し
て、彼らの独自で表現豊かなテクニカルスキルを伸
ばします。

彼らは、時には合作、または小グループの一員とし
て様々なスケールと方法で学びます。これらの画期
的な実践は、現実のクリエイティブアート業界に反
映され生かされます。

広々としたアーティストスタジオを使用可能、そ
れ以外にも完全設備の３D ワークショップ、工具
ワークショップ、陶磁器スタジオ、暗室、版画スタ
ジオ、マックスイート、パターン切断室が揃ってい
ます。

各種コース
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卒業制作

コースの最終段階には最も重要な卒業制作（Final
Major Project）に取り掛かります。クリエイティブ
性が最大限に求められる、持続集中した期間で, 特
にこれらの作品はMETの高く評価された夏の制作発
表展に出展されますので、学生達は自分の才能と技
術を出し切った、並外れたアートワークとデザイン
を制作しなければいけません。

加えて内部及び外注クライアントの企業の依頼によ
る、現場で実際に働く貴重な機会も頻繁にあります
し、現代美術のコンペティションと展覧会に参加す
る機会も与えられます。

定期的に、名門のARTiculation Prize（アーティキュ
レーション賞）への参加の招待もあり、年一度の
UAL Origins (オリジンズ）展へ推薦される機会も与
えられます。

評価査定

評価査定はコースを通して段続的に行われます。こ
の評価は形成的総括的ですが、形式としての試験は
ありません。

各査定ごとに進歩度のフィードバックは書類で渡さ
れます。この段階では、合格、要参照、不合格で評
価されます。

評価査定へ提出するための作品は通常、クリエイ
ティブ性が表現されている作品と,いかに進歩した
かが示されているスケッチブックです。この要求は
どの段階の査定でも同じです。

進展性が見られる作品は通常、実技とデザインワー
ク、そして明らかな独創性、創造性が証拠として残
されているスケッチブック、例えば、実験法、アイ
デアの発展性の経過、または写真による記録と評価
証明、もしくは要約声明が含まれます。
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ロンドン芸術大学（UAL)はアート、デザイン、
ファッション、通信とパフォーマンスアートの広範
囲のコースを設けています。卒業生は世界中のクリ
エイティブな業界で活躍しています。２０１９年の
QS世界大学ランキングではアートデザイン部門で世
界２位の地位にあります。

ロンドン芸術大学は世界的に高い評価を受け、それ
と同様の評価の６カレッジから成り立っています：

カンバーランド　カレッジ　オブ　アート

セントラル　セント　マーティンズ

チェルシー　カレッジ　オブ　アート

ロンドン通信大学

ロンドン　カレッジ　オブ　ファッション

ウィンブルドン　カレッジ　オブ　アート

UALロンドン芸術大学授与団
体公認の大学進学準備コース、
レベル３をMETで
私達の大学進学準備コース、レベル３はUALに
承認されています。UALはイギリス国内唯一の
アート、デザイン専門の資格授与団体です。

ロンドン芸術大学への道

無事に大学進学準備コースを修了した際には、UAL
の学士課程に進む事が可能です。各自の専門科目に
寄って進学するカレッジが決まってきます：

カンバーランド　カレッジ　オブ　アート

ファインアート

グラフィックデザイン

イラスト
３D デザイン

セントラル　セント　マーティンズ

ファインアート

グラフィックデザイン

イラスト

オブ　アート

３D デザイン

チェルシー　カレッジ

ファインアート

グラフィックデザイン

３D デザイン  
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ロンドン　カレッジ　オブ　ファッション

ファッション&テキスタイル

ロンドン通信大学

ファインアート

グラフィックデザイン

イラスト

３D デザイン

ウィンブルドン　カレッジ　オブ　アート

ファインアート

グラフィックデザイン

イラスト

３D デザイン

特定のコースの基準次第では、面接なしに直接学
士課程に進む事もあります。ファッションとテキ
スタイル学部への進学に関しては、関連したコー
スからのオファーを受け取ったとしても、UALへ
の進学は保証されません。

METのアート、デザイン学部、大学進学準備コースはロンドン芸術大学（UAL)との強い繋がりがありま
す。UALは学生の各自の進学準備コース専門科目に関連した、大学学部の少なくとも一つは保証してく
れます。
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入学資格
必要とされる要件例：

出願書類 

出願申し込みは
UAL.iFAD@gbmc.ac.uk　宛
The MET が必要なビザを手配します。

IELTS　レベル５以上
高校卒業　英語、数学、美術

成績証明書（英文）

卒業（見込み）証明書（英文）
• アート、デザイン、写真などクリエイ

ティブな分野の専門学校卒業
志望動機書(クリエイティブアートへの
興味や思い入れを表現したもの)
ディジタルポートフォリオ
（作品集）

選択基準

候補生はディジタルポートフォリオの出来栄えにより
評価されます。ポートフォリオに必要とされるのは：

• 視覚的なスキル（例　観察的描写、絵画、写真
３D作品）

• リサーチや探求スキル
• クリエイティブな思考、アイデア開発と問題解

決能力
• 実験的に使用した様々なマテリアルとそれらの

実験過程
• アート、デザイン、関連の分野への興味
• 選択は高校卒業レベル、現在の能力、可能性と

推薦校からの推薦状も参考にします。

この段階で選ばれた候補生のみの面接となります。

障害

障害を持つ方達の入学希望も歓迎します。適切な
サポートを可能にするため、どんな種類の障害でも
ご相談下さい。

私達のサポートサービスの情報はこちらから  
gbmc.ac.uk/student-support

機会均等

私達にとって全ての学生は同等です。この多様化
したコミュニティを理解し讃え、それぞれ個人個
人の貢献が、いかに価値重きある物であるかを感
じ、完全なる機会均等に従事しています。障害が
あろうと、人種、性（性転換者を含む）年齢、性
的指向、宗教、信仰の違いがあろうと差別は絶対
に受け入れません。
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費用
学費、２０２０～２０２１のコースは
￡１５,０００です。これには遠隔教育
とアカデミック英語のプログラムも含ま
れます。

追加費用 

それ以外には材料費や、学校のエクス
カーションに参加される場合は諸費用、
交通費などがかかります。
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ブライトンの生活

宿泊施設は学生にとってブライトン生活の重要な要
素の一つです。彼らがどのようなタイプを選ぼう
と、楽しく心地良い状態にある事が大切と感じてい
ます。私達の宿泊施設は全て、ブリティッシュカウ
ンシル（国際文化交流機関）の認定スケームで規定
された標準に従って、厳重なチェックとモニターが
されています。全ての世帯を訪問しホストに会い、
学生が各自望む場に住めるよう努力しています。

殆どの宿泊施設はMETへの通学が30分以内の地域
にあります。

ホームステイ

ホームステイは、学生にイギリス生活を紹介し、
英語能力を高めるためにも良い機会でしょう。地
域の家庭内で、友好的で心地よい環境の中で、イ
ギリスの文化を触れる事が出来ます。

ホームステイは通常シングルルームで、バスル
ームをシェアになります。友人同士など、元々2
人で来英した場合は、ツインルームも用意されて
います。

２つのオプション 

ハーフボード

朝食と夕食が提供されます。家族の一部として扱わ

れ、日々ホストファミリーと交流し合うのですか
ら、食事時間は英語の勉強に大変良い機会です。 

  自炊

ホストと交流しながら自分自身の食事を買ったり
作ったり自分で管理します。この留学の機会に独立
したい、それでいて暖かい家庭環境に触れていたい
という学生にとっては、とても良い方法です。

他の宿泊施設 *　

ホテル、学生専用フラット、学生会館、その他に
も様々な宿泊施設がブライトンにはあります。
私達は、学生に色々なオプションや提供者を案内
する事も出来ます。

* これらはそれぞれ個別のサービスで、METの管理下ではありません。

出願方法
出願書類を２０２０年５月５日までに、下記
までイーメールして下さい。 
UAL.iFAD@gbmc.ac.uk  

その後、選考された候補生のみSkype スカイ
プでのポートフォリオの面接となります。
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